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建設予定地から見た高層マンション「えじりあ･ﾏｰｸｽﾀﾜｰ」 

はじめに 

東燃ゼネラル石油株式会社は自社の埋立地に清水天然

ガス発電所 170 万ｋｗの建設計画を推進しています。原発

約２基分の電力を液化天然ガス（LNG）で発電する計画で

す。建設予定地はＪＲ清水駅、マリナート、清水テルサ、

魚河岸、駅前商店街、住宅地、高層マンションなど人口の

密集する場所からわずか数百ｍに接近した隣接地です。南

海トラフ巨大地震の危機が迫っている現在、膨大なガスを

扱う巨大な発電所の建設を許して良いのでしょうか？東

燃は安全性などメリットばかりを強調しますが、発電所は

多くの人を雇う必要の無い装置産業です。近隣住民の収入

が増えることはありません。しかも最悪の場合住民はいの

ちと財産を失う大変危険な施設です。2015 年の夏は猛暑で

したが、電力の不足はありませんでした。住民・市民の皆

さん、私たちの生命と健康、財産の損失に係る問題です。

是非このパンフをお読みください。 



 

 

Ｑ１，どこに何が建設

さ れ る の で し ょ う

か？ 

Ａ，現在東燃の石油タ

ンクのある海側の埋

立遊休地、清水区袖師

町 1900 番地、約 13 万

㎡、海抜 7ｍに発電機

３基、合計 170 万Ｋｗ

のLNG火力発電所を計

画しています。関連設

備として 80ｍの煙突３本、冷却塔３基等が建設されま

す。LNG の供給については既存の LNG 地下タンク 34 万

KL を使用する計画です。 

  発電された電力は通常の鉄塔による高圧送電線では

なく、地下超高圧送電で市街地の下を通す計画です。



浜岡原発では高さ 22ｍの防波壁を建設中ですが、建設

予定地周辺には、津波に対する防波堤を作る計画は全

くありません。 

 

Ｑ２，何が一番問題でしょうか？ 

Ａ，何といっても人口密集地帯に近すぎることです。LNG

は重油や石炭などに比較すれば、大気汚染の少ない燃

料ですが窒素酸化物（NOx）と膨大な二酸化炭素（CO2）

が発生します。アンモニア水で脱硝処理をする必要が

ありますが 100％除去はできません。二酸化炭素は処

理できないので年間 320 万ｔもの膨大な量が大気に放

出されます。静岡市全体の二酸化炭素排出量は現在の

約 1.6 倍になります。しかしそうした問題より恐ろし

いのは大地震や津波の際のガス爆発の可能性です。原

発約２基分の発電を LNG でまかなうには液体重量で年

間約 135 万ｔが必要です。このガスの一部でも市街地

に漏れ出し引火したら大惨事になることは想像にか

たくありません。膨大なガスを扱う発電所が住宅地の

隣に建設されることは、爆弾を枕に寝るようなもので

す。あまりにも近すぎる、これが一番の問題です。住

宅地までの距離について「最悪の事態を想定せよ」と

の教訓を残した 3.11 東日本大震災以前に建設された

他の LNG 発電所の事例を持ちだすのは決して許されな

いことです。 

 

Ｑ３、ＬＮＧとはどんなものか？ 

Ａ，LNG とは、Liquefied Natural Gas 液化天然ガスの略



で、メタンを主成分とした天然ガスを-162℃に冷却し

液化した無色透明の液体です。気化すると約 600 倍の

体積に膨張します。主成分のメタンガスは空気より軽

いので常温では上空に拡散しますが、気化したばかり

のメタンガスは超低温のために重く地面や海面を這

って広がります。空気中の酸素と適度に混合してから

引火すれば大爆発します。LNG は沸点が-162℃である

ため保温のための断熱タンクに入れられ運搬されま

すが、常に気化してガスが出てきます。通常この気化

ガスを止めることはできません。産地で冷却液化され

タンカーで日本に来ますが。LNG タンカーはこの気化

ガスでタービンを回し運航しています。「気化ガスの

発生を止められない」これが LNG の厄介な特徴です。

もし地震などで都市ガスの消費や火発での消費が止

まった時、止めようもなく発生する生のガスはどう処

理するのでしょうか？ 

 

Ｑ４，かつて三保にLNG火発が計画されたと聞きましたが、

どうなりましたか？ 

Ａ，80 年代に中部電力は三保貝島に LNG 火力発電の建設を  

計画しました。当時は東海大地震の危険が叫ばれてお

り、そんなところに莫大なガスを持って来る計画は

人々の恐怖を招きました。地元三保自治会も絶対反対

の決議をし、清水市の市民の多数が反対する大きな運

動が起きました。三保神社で開催された反対決起集会

では境内が人で埋め尽くされました。建設計画の法的

な問題はすべてクリアされていましたが、中電は市民



の意向に沿って計画の白紙撤回を余儀なくされまし

た。ＪＲ清水駅の近くの住民にしてみれば三保貝島は

折戸湾を挟んだ海の対岸です。今回は道路一つ挟んだ

目と鼻の先です。現在想定される南海トラフ巨大地震

は被害規模も津波の高さも大きくなりました。かつて

中電が計画を白紙撤回した事実を踏まえてみると今

回の東燃の計画は対岸の三保貝島よりも何倍も危険

をはらんでいます。こんな計画が許されていいのでし

ょうか？いいわけありません。 

 

 

 

Ｑ５，巨大地震は迫っていますか？ 

Ａ，3.11 東北大震災の地震は東北地方太平洋沖地震と言い

ます。約 1000 年前の平安時代初期に発生した貞観地

震（じょうがん）（869 年）の再来だとほとんどの地震



学者が指摘しました。歴史を調べてみると貞観地震の

9年後、南関東で元慶地震（がんぎょう）（878 年）と

いう大地震が発生しました。現在でいえば首都圏直下

型地震だと言われています。3.11 の 9 年後と言えば東

京オリンピック・パラリンピックの年です。さらに 

9 年後、西日本一帯に仁和地震（にんな）（878 年）が

発生しました。これが南海トラフ巨大地震だと言われ

ています。3.11 から 18 年後ですから 2029 年頃です。

地震は自然現象ですから 1000 年前と全く同じ現象が

起こることはあり得ませんが、しかし同様な現象が起

こる可能性を否定する地震学者はいません。今日では

何を建設するにも南海トラフ巨大地震の襲来を前提に

最悪のシナリオを想定しなければなりません。その意

味では既に存在する石油タンクや LNG タンクの防災対

策をどうするかが問題であり、その問題の解決ができ

ていないのにさらに危険を倍増する LNG 火力発電など

とんでもない計画です。ともかく静岡市は想定地震震

源域の真上にあります。今後 30 年間に起こる大地震の

確率は日本で最悪の 89.7％です。世界で最も危険な場

所です。 

 

気象庁の HP より、津波の遡上高の図解 



Ｑ６，津波の心配はありますか？ 

Ａ，津波が大災害の引き金になることが最も心配です。東

燃は 2015 年 9 月 13 日、静岡労政会館での環境アセス

の説明会で会場からの質問に答え「予想される津波は

5ｍ、建設予定地の海抜 7ｍだから発電所に津波が来る

ことは無い」と明言しました。呆れてものが言えない

とはこのことです。問題点は 2点あります。第 1点は

津波の高さの想定が低すぎます。東燃は静岡県第 3次

被害想定の津波高 5.0～2.5ｍを根拠にしていますが、

これは 100 年単位で起こるレベル 1の地震での予測計

算です。しかし内閣府は平成 24 年にレベル 2 の 1000

年単位で起こる南海トラフ巨大地震の予測津波高を

発表しました。3月 31 日発表では清水区は最大値 10.9

ｍ。8 月 29 日発表では最大値 11ｍ。平均値 6ｍです。

最大値を取れば海抜 7ｍは軽くオーバーします。第 2

点は遡上高を無視している問題です。気象庁のＨＰの

「津波について」を見ますと『海岸から内陸へ津波が

かけ上がる高さを「遡上高（そじょうこう）」と呼ん

でいますが、「遡上高」は気象庁から発表される「予

想される津波の高さ」と同程度から、高い場合には４

倍程度までになることが知られています』と書かれて

います。4 倍ですから静岡県第 3 次被害想定の最小値

2.5ｍ×4＝10ｍです。海抜 7ｍは軽く越えてしまいま

す。東燃がこの認識がなく回答したならばとても発電

所を作るどころか、現在の石油事業を営業する資格も

ありません。もし認識があって「津波が来ない」と言

ったのなら大うそつきです。どちらにしてもタンクを



撤去して清水から出て行って貰いましょう。そもそも

東燃の清水油槽所（事務所社屋）は静岡市が津波浸水

地区に指定した中にあります。自社が津波で流れたら、

その後何が起きようとも緊急対応するのは不可能で

しょう。危機感のない会社に命は預けられません。 

 

 

Ｑ７，埋立地の地盤は大丈夫か？ 

Ａ，建設予定地の埋立地は既に数 10 年経過していますか   

  ら埋立したばかりの地盤より安定しています。しか  

  し埋立地の地盤が大丈夫か否かは、表面の地盤の問 

題ではなく下がどうなっているかが問題です。あの 

埋立地の下には砂の海底があったはずです。水を含 

んだ砂の層が下にあれば地震の際に地盤が液状化し 



て水と砂が噴き出してくる可能性があります。また建

設予定地の砂層の真下に活断層が潜んでいる可能性が

あります。埋立地は地表の表面を土砂で覆ってしまっ

たので下の地盤に何があるか確認のしようがありませ

ん。静岡市はフォッサマグナ（大地溝帯）の南端にあ

たり、東に富士川河口断層帯、西に糸魚川静岡構造線

に挟まれ地殻変動が極めて活発な地域です。しかし平

野部では厚い堆積層の下に隠れて活断層がどこに潜ん

でいるか判り易くありません。ですから建設予定地の

下に活層がある可能性は否定できません。これが南海

トラフ巨大地震や、やや小規模の東海地震などと連動

して動けば断層の真上にある建造物は破壊します。LNG

火力発電の建設どころの話ではありません。現存する

石油タンクや LNG 地下タンク、コンビナート設備の撤

去を含む根本的な防災、減災対策こそが必要です。 

 

Ｑ８，LNG タンクやパイプラインは地震に耐えられます

か？  

Ａ， 結論から言いますと耐えられません。個々の建造物

は耐震強度をクリアして設計し建設されますが、その

集合体は壊れます。建造物ごとに揺れ方が異なります

から連結部分にストレスが集中してそこから破壊が

始まります。また地震波の振幅に共振した建物は大き

く揺れて倒壊します。耐震設計された高層ビルが地震

の低周波に共振して倒壊する可能性がＮＨＫテレビ

で話題になりました。また建造物の耐震化を強化して

もそれを支えている地盤が崩壊するその上に立って



いる建造物は破壊します。さらに注目したいのは脆性

破壊（ぜいせいはかい）という現象です。鋼材やコン

クリートは超低温になると強度を失う性質がありま

す。LNG は超低温物質ですから、これが漏えいして鋼

材やコンクリートに触れると鋼材などはもろくなり

小さな地震の揺れでも破壊してしまいます。この脆性

破壊現象が LNG 施設の特徴的な弱点です。 

 

Ｑ９，LNG 火災は消火できますか？ 

Ａ，LNG は常に気化してガスを発生させています。これは

通常止めようのない現象です。LPG の様にボンベに収

納しておくということができません。したがって LNG

が火災を起こした場合、消火することが可能であって

も、消火すべきではありません。消火すれば気化ガス

が発生します。充満したガスに再度引火すれば爆発し

ます。ですから LNG 火災の消火は周囲に火災が広がる

のを抑える活動にとどまり、LNG が燃え尽きるのを待

つしかありません。消すに消せないのが LNG 火災の特

徴です 

 

Ｑ10，最悪のシナリオとは？ 

Ａ，最悪のシナリオとは、何らかの原因で大量の LNG が 600

倍に膨張し、気化ガスを伴って地表または水面に拡散

し、ある程度の時間が経過したのちに引火した場合、

爆燃現象が起こり巨大なファイヤーボールが発生す

ることです。放射能の出ない小型核爆弾が炸裂した状

態をイメージして下さい。仮に1万キロリットルのLNG



が燃えると、直径 900ｍの大きさのファイヤーボール

が発生し 1000℃から 1500℃の高熱になります。 

放射熱で半径５ｋｍ圏内の木造家屋を発火全焼させ、

人間は熱線を受け焼け死にます。建設予定地に隣接す

る LNG タンクには計 34 万ＫＬ、LNG タンカー1 隻は最

大 15.3 万ＫＬの LNG の貯蔵が可能です。タンクから 1

／34、またはタンカーから 1／15 の LNG が漏れて爆発

したら建設予定地を爆心地として半径 5Ｋｍ圏内では

何万人もの人が黒こげになり街は焦土と化します。こ

のような大惨事を起こす大量の LNG 漏えいには三通り

のシナリオが考えられます。一つのシナリオは津波が

接岸中の LNG タンカーを襲いタンカーが座礁したり岸

壁に激突して壊れ LNG が大量に流出するという可能性

です。LNG 火発が稼働すると使用する LNG の量は現在

の 2 倍になります。LNG タンカーの入港が 2 倍になり

ますから潜在的危険性は 2 倍になります。もう一つの

シナリオは津波が埋立地を乗り越えて到達し LNG 地下

タンクに海水が大量に流れ込むとタンクの底に落ちま

す。LNG は海水より軽い（比重 0.46）ので大量に溢れ

出る可能性があります。海水は超低温の LNG に比較し

て約 162℃以上高温です。したがって LNG に相当量の

熱量を与えますから LNG は急速に気化し 600 倍に膨張

します。その大量のガスのかたまりに火が付けば大惨

事、最悪のシナリオとなります。三つ目はテロの可能

性です。(後記)次の写真は 2011 年 3 月 11 日に発生し

た千葉県市川市コスモ石油のファイヤーボール火災。

ファイヤーボールが発生した瞬間、核兵器のようです。 



 

(LNG ではなく LPG タンクの火災です) 

 

2015 年 11 月清水港に入港した新造ＬＮＧ船 

船名／ＬＮＧ ＪＵＲＯＪＩＮ 

戦艦大和の１．８８倍 総トン数 13 万 9736 トン 超巨大です。 

11 月 15 日 7：24 入港、20 日 9：26 出港 



Ｑ11，大気汚染は心配ありませんか？ 

Ａ，大変心配です。LNG は大気汚染的にはクリーンな

エネルギーとされています。それは重油や石炭に比較

して汚染物質が少ないという意味です。決して安全だ

という意味ではありません。LNG 火力発電所の 3 本の

煙突からは年間 320 万ｔの二酸化炭素（ＣＯ2）が吐き

だされます。体積に換算しますとＣＯ2は１ｔ＝509 立

方ｍ（0℃一気圧）ですから 25ｍプール（25ｍ×13ｍ

×1.56ｍ）320 万個分になります。500ｍｌのペットボ

トルで約 3兆 2000 億個分になります。 

ＣＯ2 年間 1ｔを吸収するのに杉の木 71 本必要です。

320 万ｔでは杉の木２億 2720 万本が必要です。 

地球温暖化を防ぐための緑の党や皆さんのストップＣ

Ｏ2 運動の地道な努力などすっ飛んでしまう膨大さで

す。LNG は高温で燃焼するため窒素酸化物（Ｎｏｘ）

が発生します。アンモニアを使う脱硝装置で分解する

方式をとるようですが 100％処理は無理でしょう。だ

から煙突が 3 本必要です。完全無害なら煙突は必要あ

りません。 

ＪＲ清水駅前の高層マンション「えじりあ」から LNG

火力発電所の煙突まで最短約 700ｍ北東方向です。煙

突の高さ 80ｍ、「えじりあ」の高さ 94.5ｍ。北東の風

が吹けば「えじりあ」は煙突からの酸欠、ＣＯ2、Ｎｏ

Ｘ排気の直撃を受けます。たとえば清水区折戸のピン

ポイント気象データによれば 2015 年 11 月 13 日の 17

時から 8時間北東の風が吹き続ける予報です。「えじり

あ」の住民は長時間新鮮な空気を吸うことができませ



ん。子供や高齢者は喘息になって苦しみます。 

 

 

Ｑ12，電力は不足しているのでしょうか？ 

Ａ，2015 年 8 月 8 日の朝日新聞の一面は、「猛暑でも電力

安定」「太陽光発電 導入量 10 倍」「節電効果 需要



10 数％減」という見出しで、都心では 8日間「猛暑日」

が続きましたが、大手電力各社は比較的余裕のある電

力供給を続けているとの記事が掲載されました。電力

は夏の最大需要ピーク時でも余裕があります。電力は

足りているのです。私たちの生活に必要な電力がどう

しても不足であれば、住宅地から十分な距離のある安

全な立地条件で LNG 火力発電を増設することも必要で

す。しかし、電力は不足していないのですから、わざ

わざ危険な LNG 火発を建設する理由はありません。そ

もそも需要が不十分な市場で原発約 2基分ですよ、東

燃が利益を出せるか疑問です。利益が出なくなると安

全対策はおろそかになるのは経済原理として避けよ

うがありません。危ない計画です。 

 

（安倍川駅横の送電塔 地中へ電線が伸びている） 

Ｑ13，地下送電に危険はないのか？ 

Ａ，東燃の計画では、発電した電力は山地の高圧送電線で



各地へ送られます。50 サイクルの電力は富士川以東に

送電されます。清水区の市街地では高圧線鉄塔ではな

く地下超高圧送電となる計画です。発電所で発電した

電力は 27万 5000Ｖ～50 万Ｖの超高圧電圧で道路の下

などのトンネルを通って山地まで送電されます。その

場合 2つの問題が懸念されます。そのひとつは電磁波

の健康被害の問題です。子供が知らずに地下超高圧送

電線の上を歩くと電磁波の影響で白血病になる可能

性が指摘されています。WHO (世界保健機関)の下部機

関である IARC (国際がん研究機関)は 2001 年 6 月 27

日にフランスのリオンで、50～60 ヘルツの極低周波磁

場は発がんランク [2B]の「人体への発がん可能性有

り」を全会一致で正式にランク付けをする画期的な発

表を行ないました。この発表を受けて、WHO は各国政

府や電力業界に「予防的な対策」として、 

(1) 住民に十分な情報を提供する  

(2) 被曝を減らす安全で低コストの対策 

(3) 健康リスクの研究の推進 

などを講じるよう伝えました。 IARC の見解は、送電

線、家庭内配線や電気器具から照射される ELF(極低周

波)は 0.4μT(マイクロテスラ= 4 ミリガウス)以上の

磁場で小児白血病がおよそ 2 倍との一定した統計上の

関係がみられるというものです。東燃はこのような自

社に不都合な情報を住民に知らせることはありません。

国際がん研究機関の通達を守るとは思えません。もう

ひとつは地下トンネルが洪水や津波の流入、送水管の

破断による水没した場合の漏電事故の可能性がありま



す。電圧が超高圧ですから感電したら即死でしょう。

建設工事の事故が原因で地下送電線を破損した事例も

あります。また漏電がなくとも電磁誘導現象で超高圧

線の周囲に電流が発生して作業員が感電死した事例も

あります。私たちは東燃に地下送電のルートを情報公

開させようと思います。健康と生命に係りますから。 

 

Ｑ14．LNG に対するテロ対策は十分ですか？ 

Ａ．まったく無防備です。2015 年 11 月 13 日金曜日パリで

痛ましいテロ事件が発生し130人が犠牲となる大惨事に

なりました。フランスはアメリカと協力しＩＳの拠点に

対する空爆を強化しました。報復の連鎖が新たな戦争の

段階に入りました。日本も戦争法案が可決し有志連合の

軍事行動に参加する可能性があります。将来日本がテロ

の標的にされることが現実味を帯びてきました。ＩＳは

彼らの電子版機関紙で日本人や日本の施設を標的とす

ると宣言をしています。2015 年 6 月 26 日フランス南部

のリヨン郊外のガス工場がイスラム過激派のテロ攻撃

で爆破されました。 LNG の輸送に使われるタンカー

の危険度を総合的に検証した最近のアメリカ政府

の報告書は、「テロリストはタンカーに大きな穴を

開ける能力を持つ」と結論づけました。その穴から

LNG が漏れ出して爆発し、人々を死傷させ建物を吹

き飛ばす可能性があるということです。日本は観光

立国を掲げ年間 2000 万人外国人誘致を目指しイス

ラム圏からの観光客の受入れも進めています。テロ

リストが紛れ込む可能性があります。清水港に武器



や爆発物を密かに積んだ船が入港する可能性もあ

ります。しかし清水 LNG㈱はテロに対し何の対策も

とっていません。夜間にはあの広い敷地にたった 7

人しかいません。テロ攻撃の前例がないからという

ことは理由になりません。最初に狙われるのが全く

無防備な清水の LNG 関連施設かも知れません。 

 

Ｑ15，経済効果はありますか？ 

Ａ．経済が低迷している今日、経済の活性化は重要な課題

です。私たちにとって経済の活性化とは何でしょう

か？この町に住む人々の収入が具体的に増え、商業活

動が活発になり、若者が仕事に将来性を期待でき、年

配の人は老後の豊かさに希望が持て、みんなが潤い笑

顔になることです。発電所ができたらみなさんが笑顔

になるでしょうか？なりませんね。発電所は多くの人

材を雇う事業ではありません。東燃は 30 人ぐらいの

雇用と言っています。小企業一社増えたぐらいの雇用

ではとても経済効果とは言えません。現在、電力は足

りているのです。将来電力の需要が 2倍 3倍と増える

のであれば東燃の電力事業にも期待が持てますが、日

本の人口は減って行きます。科学技術は LED 照明など

の様に省エネの方向に進んでいます。中電という電力

の専門企業に対抗し、競いあって電力事業に何の実績

もない東燃が好業績を上げる保証があるとは限りま

せん。たとえ利益を出したとしても東燃と関連会社は

潤いが来ますが、周辺住民や静岡市民みんなが潤うこ

となどあり得ません。商業地区や居住地区の隣接する



ところに危険な LNG 発電所ができれば周辺の地価が下

がることも予想されます。事故が起こらなくても財産

の価値が低下します。地域経済の活性化には安全安心

が大前提であり、美しい景観を大切にした清水の良い

特性を生かした集客力を上げる対策が必要です。巨大

なゴミ焼却場が三つ並んで見える危険な LNG 発電所は

観光業界に打撃を与え、市民・住民の経済にはマイナ

スでしょう。南海トラフ巨大地震の全体の被害総額は

220 兆円と試算されています。LNG 爆発火災を想定し

死傷者の数や被害額を試算することは可能です。観光

客の減少がいくらの損失かを試算することは可能で

す。しかし静岡市はマイナスの経済効果を検討してい

ません。プラスの経済効果だけを試算するなら建設を

推進する事業者の立場に立つことになりますが、行政

はあくまで中立だと言っています。また、経済効果試

算は東燃がやるべきものです。しかし静岡市がプラス

の経済効果試算のみを八千代エンジニアリング㈱に

680 万円で外注しました。この支出は私たちの税金か

らです。しっかり行政を監視しましょう。 

 

Ｑ16，建設までのスケジュールは？ 

Ａ，いずれも予定ですが東燃の発表によれば、 

工事開始は 2018 年 4 月（平成 30 年）。 

1 号機運転開始は 2021 年 7 月（平成 33 年） 

2 号機運転開始は 2021 年 11 月 

3 号機運転開始は 2024 年 7 月（平成 36 年） 

2016 年一年間が環境アセスメントの調査期間です。 



2017 年には知事が発電所建設申請を認可するか否かを

決めます。2016 年一年間が反対運動の決戦場です。 

 

Ｑ17，防災・地震対策の説明会は行われますか？ 

Ａ，このような大規模の建設計画では環境影響評価（環境

アセス）は法令で義務付けされています。説明会も実

行されました。しかし防災、地震対策の説明会は義務

付けされていません。私たちが声をあげて東燃に要求

しなければ何もしないで建設がされてしまいます。説

明会実現のためには市長や県知事に住民が不安を抱

いていること声を大きくして訴え、東燃に防災・地震

対策・安全面の説明会（公聴会）を実施するよう要求

しましょう。堂々と討論しましょう。 

 

Ｑ18，どうすればよいのでしょうか？ 

Ａ，既に「LNG 火力発電所に反対する住民の会」がつくら

れ市民が集まり始めました。地域住民の皆さんに LNG

火力発電の危険性を知ってもらうためにこのパンフを

作成し希望者に配布しています。私たちの生命や財産、

健康にかかわる問題です。関心を持って頂いたら当会

までご連絡下さい。どんな行動をしているかお伝えし

ます。住民の皆さんには各自治会で問題を検討して頂

くよう声を上げましょう。各自治会が「安全安心が確

保されない限り反対」を決議して頂ければ大きな力に

なります。まずは何が問題なのかみんなで学びましょ

う。小さな学びの会を積み重ねて東燃に騙されない知

識を持ちましょう。出来るだけ多くの声を文書にして



市長や県知事に訴えることが有効です。特に発電所建

設を認めるか否かは県知事次第です。ですから県知事

を説得することは重要です。具体的に何をどうすれば

よいかですが、特定のリーダーの指示を仰ぐのではな

く、勝利した市民運動の経験に学び、みんなで知恵を

出し合うのが草の根の運動の基本です。 

 

Ｑ19，かつて東燃コンビナート増設反対の運動があったと

聞きましたが、どうなりましたか？ 

Ａ，1970 年代に東燃は自社の埋立地の石油コンビナートを

4 倍に増設する計画を発表しました。その当時の清水

市は大気汚染が深刻でぜんそくに苦しむ子供や老人も

少なくありませんでした。近隣の住民は反対の声を上

げ「東燃増設に反対する市民協議会」を結成しました。

街の各地でスライドを使った学習会を 200 回以上行い

ました。反対運動は全市に広がり反対デモは毎週行わ

れ参加者の数は増え続けました。市民による大掛かり

な気象調査が実施され、反対署名も数万筆集められま

した。市議会に押しかけた数百人の市民で市役所の床

がスシ詰め状態になったこともありました。その結果

東燃は増設計画を白紙撤回しました。しかしその後「オ

イルショック」という石油危機が起こり東燃は過剰設

備投資を避けられ救われた結果となりました。その埋

立地に石油備蓄基地計画が持ち上がりました。これも

東海大地震の襲来が叫ばれるなか、市民協議会を中心

に多くの市民が反対し白紙撤回になりました。空き地

となった埋立地は遊休地として現在に至り今回の LNG



火力発電の予定地になったのです。市民協議会は三保

貝島に建設されようとした LNG 火力発電に反対しまし

た。その後継である石炭火力発電にも反対しました。

20余年に渡る４つの市民運動はすべて住民側の完全勝

利でした。清水の安全と環境は市民の自発的な闘いで

守ってきたのです。教科書には載りませんが、これが

清水の市民運動の輝かしい歴史です。みなさん自信を

持って立ち上がりましょう。市民の歴史に学び、その

教訓を生かして闘えば勝利は必ず私たちのものです。 

まとめの 12ヶ条 

1. 東燃は自社に不都合な事実を決して口にしない。騙されるな。 

2. 巨大地震は必ず襲来する。しかも遠い将来ではない。 

3. 建設予定地の下に活断層が潜んでいたら大惨事だ。 

4. 津波は発電所を飲み込む。来ないという東燃はウソつき。 

5. LNG タンカーは津波で壊れる。ガスの流出は止まらない。 

6. LNG は大爆発を起こす。人は黒こげ街は焼野原と化す。 

7. 電力は不足していない。原発 2基分なんていらない。 

8. 電磁波が子供のガンの発生率を高める。健康こそ大事。 

9. 高層マンションは煙突から膨大な酸欠排気の直撃を受ける。 

10. 経済効果は事業者のみ、住民に危険は来ても潤いは来ない。 

11. 市や県に訴え、防災安全の説明会（公聴会）を要求しよう。 

12. いのちこそ宝。LNG 火力発電に反対の声を上げよう。 

 

おわりに 

現代は政治・経済・災害など困難な課題も多く苦しい時代

です。しかし多くの人々はそれらにめげず、希望を失わず



一生懸命生きています。子供たちはＣＯ2 削減に小さな努

力をしています。私たち住民の会は、みんなの努力の積み

重ねを水の泡にしてしまう LNG 火力発電に反対します。な

んと言ってもいのちが大切です。自分は死んでもかまわな

いという人も、未来を生きる子供たちの命を奪う権利はあ

りません。憲法は権力者の横暴を規制するための国民と政

府の契約書ですが、一か所、国民の側の努力と責任の義務

が定められています。12 条には「この憲法が国民に保障す

る自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保

持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはな

らないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用す

る責任を負ふ」という条文です。なかなか厳しい文言です。

私たちも不断の努力をしてきたとは言えません。しかし、

故郷を愛し未来に向けてのささやかな努力を重ねて、住民

の力を合わせて行きたいと思います。郷土の先人の努力に

報い、子供たちの未来のために立ちあがろう。私たちの命

と健康、財産と清水の街は私たちの手で守りましょう。み

なさん立ち上がるのは今です。 
 

 

 

  

 

ガーベラの花               カモミールの花。 

花言葉は                 花言葉は 

「希望」「常に前進する」        「耐力」「困難から生れる力」 
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