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鎌倉・藤沢の人口密集地にバイオ公害の武田薬品巨大研究所
青柳節子（藤沢エコネット）
Ⅰ．概要

的かつ良好 な住宅 地が並 ぶ人口密 集地で ある。 さ

鎌倉、藤 沢は東 京から 50 キロ 圏内の人 口の密 集

らに鎌倉 は世界遺 産に登 録を目指 す古都 でもあ る 。

した通勤住 宅地域 である とともに 、古都 鎌倉、 湘

このよう に良好 な湘南 の地に、 漏れる と危険 な

南江ノ島を 抱える 有数な 観光地で もある 。両市 の

ウイルスや 遺伝子 組み換 えを扱う P3 施設 3 棟、

境界に巨 大なバイ オ研究 所をつく るとい う大企 業 、

放射性同位 元素を 扱う RI 施設 3 棟、動物実 験棟 7

武田薬品（株 ）は 、周 辺住民の 不安を 無視し 、様 々

棟を含む 15 棟が 建設され るとい うのは、非常識 そ

な明朗とは いえな い手法 で強引に 建設を 押し進 め

のものでは ないだ ろうか 。それも 敷地い っぱい に

ている。

建設し、セ イフテ ィーゾ ーンなど ないの である 。
WHO（ 世界保 健機構 ）で は、病院等配 慮すべ き

「インベス ト神奈 川」と いう企業 誘致政 策で、

施設からな るべく 離して 建設すべ きであ ると勧 告

80 億円もの助 成金を つけて、 平成 18 年に武 田薬

している。 しかし 武田薬 品は WHO の文は 、同じ

品を誘致し たのは 、松沢 神奈川県 知事で ある。 同

建物内で、 実験室 は病室 などから 離すべ きと言 っ

じ松下政経 塾出身 の海老 根新藤沢 市長は 平成 20

ているのだ と誤訳 して主 張してい る。

年 3 月の市長就任 に際し 、武田薬 品の立 地支援 を

また、敷 地の前 を川が 流れ、地 盤が低 く、地 震

表明した。 海老根 市長の 「一生住 みつづ けたい 湘

時には液状 化危険 度大の 地域であ る。震度 7 に 耐

南ふじさわ 」の標 語が泣 いている 。

えられる構 造にす ると言 っている が、い つ来て も
おかしくな いと言 われる 関東大震 災級の 大地震 の

武田薬品（株）は 湘南工 場を平成 18 年 3 月廃止 、

場合、倒壊 しなく ても、 亀裂が入 るだけ で危険 な

同年 10 月、跡地に バイオ 研究所 建設計画 を発表 し

のが微生物 やウイ スルを 扱う研究 棟であ る。また 、

た。平成 19 年 4 月か ら平成 20 年 12 月まで 、神 奈

動物実験棟 7 棟か らも小 動物が亀 裂から 逃走す る

川県環境影 響予測 評価の アセス手 続きが 行われ 、

恐れがある 。

平成 20 年 12 月 3 日より武 田薬品 は旧工 場を解体 、

北側は斜 面で高 くなり 、そこに は住宅 地が並 ん

平成 21 年 7 月 3 日、研究所起 工式が 、県知 事、藤

でいる。南 西の風 が多い この地で は、も ろにバ イ

沢市長、鎌 倉市長 出席の もとおこ なわれ 、建設 が

オ排気や焼 却排気 を吸う ことにな る。

始まった。

立地場所 として は、あ らゆる面 で周囲 への悪 影
響を及ぼし やすい 最悪の 地と言え る。
2

2

敷地約 250,000m 、 建物約 78,500ｍ 、延床 面積
315,000 ㎡、実験 棟高さ 43m15 棟、給水約 4,500m 3 /
3

（２）排水 問題

3

日、排水約 2,200m /日、 都市ガ ス約 41,000m /日 、
3

４大公害 のうち 、イ タイイ タイ病（カ ドミウム ）

バイオ排気約 800 万 m /時、研究者 1200 人他 300

水俣病（メ チル水 銀）な ど大半は 汚染物 質が排 水

人規模の日 本最大 級のバ イオ研究 所であ り、鳥 イ

を通じて河 川、海 を汚染 し発生し た。す なわち 排

ンフルエン ザ等の 感染性 病原体も 扱える P3 施設 3

水は特に 環境配慮 しなけ ればなら ない項 目であ る 。

棟、放射性 同位元 素を扱う RI 施設 3 棟 を持つ。

ところが 、武田 薬品新 研究所の 場合、 排水問 題
で少なくと も４点 の重大 な問題が ある。

Ⅱ．問題点
（１）立地
鎌倉市と 藤沢市 の境界 、JR 線路 際に位 置し、周

①

環境ア セスの 不備
神奈川県 環境影 響予測 評価で、「水質 汚濁」は 、

囲 3 キロ圏内は、 40 万都市藤 沢、17 万 都市鎌倉 、

排水を公共 下水道 に放流 するとい う理由 で、環 境

350 万都市横 浜の市民 の住宅・商業施 設、JR 藤 沢

影響予測評 価項目 に選定 しなかっ た。県 環境影 響

駅・大船駅 、小田 急、江 ノ電、モ ノレー ル駅な ど

予測評価審 査会の 良識が 問われる ところ である 。

が密集し、 大病院 が隣に 位置し、 学校な ど環境 に

結果として 公共下 水道を 管理する 藤沢市 が排水 の

配慮すべき 施設が 200 以 上も存在 する便 利で文 化

全責任を負 うこと になっ た。こん な無茶 な話は な
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い。万一の 場合、藤 沢市が 一義的 には責め を負い 、
多額の税金 を投入 するこ とになろ う。

④大量なバ イオ排 水
一日 2200m 3 という 大量な 水が、 排水され 、そ
れが、滅菌 不完全 な遺伝子 組み換 え、放射 性物質 、

②協定書違 反・県 バイオ 指針違反

動物実験排 水を含 む排水 である。 この排 水が生 活

藤沢市の 下水処 理場（ 大清水浄 化セン ター） は

系排水のみ を処理 する大 清水浄化 センタ ーで完 全

その建設時 に反対 運動が 起こり、 市は住 民との 間

に処理でき るとは 思われ ない。浄 化セン ターは 活

に公害防止 のため 工場排 水は受け 入れな いとい う

性汚泥を用 いた微 生物に よる浄化 方法を 取って い

基本協定書 を昭和 53 年に 交わし ている 。さらに

る。ここで 武田薬 品から 漏洩した 微生物 が逆に 浄

個々の工場 、研究所など 50 社 と藤沢 市は 、工場 排

化センター の微生 物を駆 逐しない と保証 できる の

水のうち、 生活系 排水の みを公共 下水道 に放流 す

だろうか。

るという協 定書を 結んで いる。武 田薬品 も湘南 工
場時代の昭和 53 年に協定 書を市 と結ん だ。その 3
条には、工 場を第 ３者に 譲渡した 場合で も譲り 受

（３）排気 問題
病原性を もつ感 染性の 強い、 HIV や鳥 インフ ル

け人に協定 の内容 を承継 するとあ る。よ って、 武

エンザ等 P3 施 設からの 排気は HEPA フィ ルター

田はこの協 定書を 結んで いるので 、工程 排水を 公

を通して排 気する として いる。 HEPA フ ィルター

共下水道に 放流で きない 。当然研 究実験 棟など か

は 99.97％ウイル ス等を 補足する が、100%ではな

3

らの 1 日 2200m にものぼる 排水は 公共下水 道に

い。また、 P2,P1 そ の他の 施設から は普通 のフィ

は放流でき ないは ずであ る。にも かかわ らず、 湘

ルターを用 いて排 気され る。その 量が毎時 800 万

南工場が廃 止され た時、 協定書は 廃止と なった と

m 3 以上、1 日東京 ドーム 150 杯 分以上の 空調系 排

か、研究所 からの 排水は 工場排水 ではな いとか

気が排出さ れる。 0.03%漏れた として 、東京 ドー

様々な理に 合わな い理由 をつけて 、公共 下水道 に

ム 4.5 杯分が漏れて いる可能 性があ るとい うこと

放流すると してい る。

になる。

藤沢市も武 田薬品 と同じ ことを言 い、武田 薬品

実際、国内外 で事故も 多数起 こって いて、HEPA

が前処理を して、 大清水 浄化セン ターが 受け入 れ

フィルター 交換の 際取り 付け不良 で、炭 素菌（P3

可能の水と なるた め、受 け入れる などと 協定書 を

ウイルス） が漏れ て風下 4km の 60 名以上が 死亡

無視してい る。

したという 、旧ソ 連時代 の事故も ある。

さらに現 在、バ イオに 関する法 令は整 ってい な
いが、神奈 川県バ イオテ クノロジ ー環境 安全管 理

排気は周 辺に放 出せず 、循環再 利用せ よとい う
のが市民の 要求で ある。

指針があり 、生物 材料に ついて排 出防止 徹底の た

WHO では P3 施設 からの 排気は HEPA フィル タ

めに、排ガ ス、排 水、廃 棄物等二 次生成 物質も 含

ーを通した あと、 再循環 しても良 いと認 めてい る

めて、適正 に処理 し、廃 棄物の自 己処理 責任の 徹

が、武田薬 品は労 働安全 衛生規則 に、外 部との 換

底が規定し てある 。つま り、排水 など廃 棄物は み

気が必要で あると 記載さ れている ので、 一部の み

な、自己処 理をし なくて はならな い。こ の県バ イ

循環させる と言い 、ほと んど循環 せず、 周辺に 放

オ指針に違 反して 、武田 薬品は自 己処理 せず、 藤

出する。

沢市に排水 処理を 委ねて いる。
（４）大量 の動物 実験と 動物焼却
③滅菌処理 は不完 全
武田薬品 の研究 所内に は排水の 完全な 処理施 設

15 棟の実験 棟のう ち、7 棟は動 物実験 棟である 。
延床面積は 10 万 m 2 以上で ある。1m 2 にマ ウス 5

はなく、P3 施設か らの排 水のみ は滅菌処 理する こ

匹としても 、50 万匹 飼育す ること になる 。動物 の

とになって いる。 P1,P2 な どからの 排水を 含む廃

種類は、マ ウス、 ラット 、イヌ、 サル等 という 。

棄物はオー トクレ ープ（ 高温高圧 滅菌器 具）に よ

動物たちを たとえ ば、ガ ンに罹患 させた 上で、 ガ

る滅菌をす るのみ である 。動物実 験など からの 大

ン治療薬を 投与し 、その治 療効果 を観察 するなど 、

量の排水が オート クレー プをすべ て径由 すると は

臨床実験等 をする のであ る。

考えられな い。

実験が終わ れば 、焼却 廃棄する 。そ の焼却 炉は、1
日 1.8 トンも火葬す る。マウ スで約 4 万匹 、カニ
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クイザルで約 120 匹分で ある。
実験飼育 中の排 水、排 気、また 、焼却 炉から の
廃棄物や臭 いが問 題であ る。臭い は臭気 指数 10

倒壊しなく とも亀 裂が入 れば微生 物やウ イルス が
漏れ、小動 物が逃 走する 危険な施 設がバ イオ研 究
所である。

を目安と言 っても「 何の臭い か分か る」段階と「 容

人災はい つ起こ るか分 からない 。社員 1500 名 と

易に感ずる 」の中 間だそ うだ。動 物の臭 いと分 か

言っても毎日 900 台も車 が出入り すると いうこ と

れば、周辺 では拒 否反応 も起こる だろう 。人の 火

であり、そ の他に 委託や 派遣や清 掃員な ど数多 く

葬場の場合 、神奈 川県の 条例で、 人家より 300m

の人たちが 出入り する。 人災によ る漏え いなど の

離れること とある 。この基 準を守 っても らいたい 。

事故が全く ないと は言い 切れない 。

また 、焼却方 法だが 、WHO で は、2 度 焼きせ よ

武田薬 品は何の 災害予 防措置も 発表し ていな い 。

と言ってい て、1 度目は 800 度 以上、2 度目は 1000

藤沢市長 は起工 式で「 地元が元 気にな る」と 言

度以上の再 燃焼方 式を強 く勧告し ている 。この 方

ったそうだ が、表 面の活 気は恐ろ しい危 険と隣 り

式により、 汚染物 質が除 去される という 。武田 薬

合わせなの だ。

品では、こ れを守 らず、 WHO の勧告は 、プラ ス
チックなど が混ざ ってい る場合の 燃焼方 法で、 動
物だけには 適用し ないと ねじ曲げ て解釈 をして い
る。
（５）建築 違反問 題
敷地 25 万㎡に 武田薬品 が発表 してい る延床面
積 315,000 ㎡なら問 題ないが 、これは 5 階 建とし

武田薬品（ 株）研 究所完 成予想図

た場合の延 べ床面 積であ る。高さ 43m の実験棟 が
5 階建てとは 、間に空 調設備 用の階が あり、 建築
を請け負っ た竹中 工務店 では 10 階建と 言ってい

Ⅲ．市民の 運動

る。話に 聞くと 、エ レベータ ーは 10 階分あ り、空

「武田問 題対策 連絡会 」は平成 ２０年 ７月の 武

調の階は、 床がほ とんど なく、機 械だけ なので 床

田薬品主催 の説明 会後、 それまで 不安を 感じ学 習

面積に計上 されて いない。これが 10 階分 の床面 積

をするなど してい た、環 境団体と 個人が 中心と な

とすると、 容積率 が基準 を超えて しまう 。つま り

り、武田薬 品の高 圧的な態 度に反 発して 発足した 。

建築違反に なるこ とにな る。

約 100 名で安全を 求める 活発な活 動を繰 り広げ て

開発許可 を得る には様 々な規制 をクリ ア―し な
ければなら ない。 それと 関連する のか、 奇々怪 々

いる。環境 団体は 鎌倉、 藤沢、横 浜に数 団体が 前
後して生ま れ、連 携して 活動して いる。

な建築確認 申請を してい る。この 315,000 ㎡の巨

まず、ア セス手 続き中 、公聴会 で表明 された 不

大研究所を 建設す るに当 たって、 新築で はなく 、

安事項をま とめ、 127 項目の 公開質問 状を神 奈川

増築なので ある。 その方 法は、市 境にあ るので 、

県、環 境審査 会、藤沢市 、鎌倉 市 、横浜市 に提出 、

藤沢側の旧 湘南工 場は解 体したが 、鎌倉 側の倉 庫

安全対策で 、より 一層バ イオに配 慮すべ きとい う

のような小 さい建 物は残 した。そ の小さ な建物 の

県、3 市の意 見を引き 出した 。

増築また増 築でエ ネルギ ー棟や研 究棟を 建築申 請

鎌倉市議 会に研 究内容 説明の徹 底を陳 情、採 択

している。 何故な のだろ う。また 最近の 民営化 で

され、藤沢 市議会 には、 汚染物質 をいっ さい出 さ

建築確認も 民間会 社が行 っている ので、 詳細を 市

ないことな どを求 めて、 署名 8,369 筆とと もに請

民は見るこ とがで きない 。

願したが、 否決さ れた。
また武田薬 品と 3 回にわ たって住 民対話 集会を 開

（６）天災 、人災
立地のと ころで 触れた が、地震 に非常 に弱い 、
液状化危険 度大の 区域で ある。TOFT 工法と いう

催し、毎回 120〜150 名の 参加で 周辺住民 ととも に
安全を求め て活動 してい る。
県環境影 響予測 評価の 評価項目 に「水 質汚濁 」

阪神淡路大 震災の 時、功 を奏した という 工法を 用

が選定され なかっ たこと から、環 境省に 追加環 境

いるとのこ とであ るが、ど れだけ 持ちこ たえるか 。

影響評価の 指導を 求めた。環境省 は、国で はなく 、
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県の条例な ので、 指導は できない と回答 。総務 省

焼却、建築 違反、 天災・ 人災など 、どれ をとっ て

に初めての バイオ 公害と して、公 害調停 申請を 申

も環境影響 上非常 に問題 があり、 法律や 協定に 違

し入れ、受 けつけ られた 。しかし 、地方 の管轄 だ

反している か、法 律すれ すれで無 理やり 建設し よ

ということ で、神 奈川県 の公害審 査会に 調停は 移

うとしてお り、そ の大企 業として の社会 的責任 や

管され、2009 年 7 月 27 日に第 1 回の公害調 停が

良心的態度 は見受 けられ ない。さ らに周 辺住民 と

行われる。

の工事覚書 の取り 交わし 方法は、 住民と は秘密 裏

公害調停 の日程 が目前 に控えて いるに かかわ ら

に、自治会 連合会 長の家 に押しか け、条 文をよ く

ず、武田薬 品は 7 月 3 日に起工式 を県知 事、藤 沢

理解しない うちに 印をも らうなど 、狡い 方法で 行

市長、鎌倉 市長等 を招い て行った ため、 当日門 前

っている。

で 50 人以上の周 辺住民が 抗議行 動を行 い、読売 な
ど 6 社と TVK などマスコ ミが報 道した。
藤沢市が 武田薬 品と結 んだ排水 受け入 れを承 諾

武田イズ ムとは 「誠実 」という ことだ そうだ 。
武田イズム は嘘八 百と言 われる前 に、誠 実に周 辺
住民の不安 を取り 除く諸 対策をと った研 究所建 設

した協議書第 4 条 の取り 消しと、 今年度 予算に 計

を行うよう 、切に 願うも のである 。

上した武田 薬品研 究所と 下水道本 管を結 ぶ工事 費

（ホームペ ージ

http://www.shounan.biz/）

の執行停止 を求め て、2009 年 6 月 18 日に藤 沢市
長に対し住 民監査 請求を お こ な っ た 。 7 月 14 日 、
申し立てと 答弁が あり 、60 日以 内に結果 がもた ら
される。市 の答弁 は、都 市計画法 で如何 に藤沢 市
が下水道を 完備し てきた かを長々 と説明 し、研 究
所は生産工 程を持 たない ので工場 排水で はなく 、
重金属など は分別 回収、 遺伝子組 み換え はカル タ
ヘナ法など で規制 され、 下水道法 や条例 に基づ く
受け入れ可 能な水 となる ので受け 入れる という 、
従来の答弁 の繰り 返しで あった。
県開発審 査会に も建設 確認申請 など違 法の疑 い
で不服申し 立てを してい る。

不安な親子

武田薬品起 工式に 門前で 抗議する 周辺住 民

Ⅳ．最後に
以上の事 から、 立地、 排水、排 気、動 物実験 と

