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北陸新幹線が 3 月14日に金沢まで開通し

また金沢や富山などから大都会である東京へ

た。これで東京から金沢まで 1 番速い新幹線

の観光客も増えるであろう。北陸から東京へ

（かがやき）だと 2 時間28分で行けるという。

集まる人達は観光客ばかりではない。仕事を

新聞やテレビでは大々的に取り上げ大騒ぎを

求めて東京へ行く人も増えるであろう。また

している。

就職先を東京と決めて上京する人も増えてく

北陸新幹線はこれで金沢まで伸びたが、こ

るだろう。都会とのパイプが太くなると、必

れまでも東京−長野間は新幹線が通ってい

然的に都会に人が流れることになる。北陸地

た。長野新幹線と呼ばれるのが普通だったが、

方の人口流出が起こりかねない。また、企業

これも北陸新幹線の一部であった。今回、北

の北陸進出も考えられる。都会からの企業進

陸新幹線が金沢まで伸延したということであ

出によって、求人は増えるかもしれないが、

る。新潟県を通過し、富山県を通過し、金沢

東京の企業へ就職しようと考える人も出てく

まで伸びたわけである。

るだろう。長い目で見ると、都会へ流れる人

北陸地方では、この新幹線開通を大喜びで

が多いのではないだろうか。

迎え、東京など首都圏の観光客を当て込んで

また、これまで北陸と言えば大阪から行く

いる様子である。テレビ番組では北陸の観光

と言うのが普通の感覚だった。大阪−金沢は

地やグルメを紹介するものがいくつも放送さ

在来線特急で 2 時間31分である。東京からの

れている。迎え入れる北陸側も押しかける首

新幹線の方が若干速くいけることになった。

都圏側も浮かれ気味で期待感だけが先行して

これからは、北陸と言えば東京から行くとい

いるようである。暗いニュースが多い今の世

う感覚に変わるかもしれない。北陸の人の感

相の中で、明るい話題の 1 つとして盛り上が

覚も、手近で行ける都会といえば大阪だった

るのは大いに結構だろうと思う。

のが、これからは東京になるかもしれない。

しかし、これでまた東京一極集中が進むの
ではないかという懸念がある。東京から大勢

感覚的にも東京一極集中が進む事になるのだ
ろうか。

の観光客が金沢や富山へ押し寄せるだろう。

法の女神・テミス
この像は、ギリシャ神話の「法の女神」テミス
（Themis …ギリシャ語で、「掟」「習慣」「法」「正義」
を意味します）を形どったものです。
右手に掲げるはかりは、公平を象徴するとともに、
悪の重さをはかり、左手の剣は力による貫徹を象徴し、
目隠しは無私をあらわすものといわれています。
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自動車で事故を起こした場合に、刑事事件

なものがあります。アルコールや薬物の影響
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で正常な運転が困難な状態で事故を起こした
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無免許での重大な死亡事故を起こす者も現れ

となり処罰される場合があることは、皆さん
ご承知のことです。
この自動車事故による犯罪は、長い間刑法
の業務上過失致死傷罪という罪で処罰されて
いました。ところが、業務上過失致死傷罪の
刑の上限が軽かったため、悪質な運転をして
死亡事故を起こした者に対しては、刑が軽い
という声が上がっていました。そこで、自動
車運転過失致死傷罪という罪が刑法で別に定
められることになり、刑の上限も引き上げら
れました。自動車による過失の致死傷事件を
通常の業務上過失致死傷事件より重く処罰で

場合、制御が困難な高速度で事故を起こした
場合、制御の技能を有しないで事故を起こし
た場合、他車等に著しく接近したりして、交
通に重大な危険を生じさせる速度で事故を起
こした場合、赤信号を無視したりして交通に
重大な危険を生じさせる速度で事故を起こし
た場合などです。
ところが、悪質な者は、アルコールの影響
を減らしたりして、重い危険運転致死傷罪の
罪を免れようとする者が出てきました。また、

きるようにしたわけです。
それでも、故意犯に近いような悪質な運転、
例えば酒に酔っての死亡事故については、道
路交通法違反を加えても尚、刑が軽いという
批判がありました。
そこで、危険運転致死傷罪という故意犯の
傷害罪の一類型が刑法に定められるようにな
りました。危険運転致死傷罪の中には、色々

ました。そのため、アルコールの影響を免れ

自
動
車
犯
罪
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る罪の新設や、無免許での事故の加重を求め
る声が多くなってきました。
そこで、新しく自動車運転により人を死傷
させる行為の処罰に関する法律として自動車
犯罪を一本化することになりました。一本化
された法律の内容、特に罰則については次号
で説明します。
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我が家に、ステンレス製の無水鍋というもの
がある。水をほとんど使わなくても、短時間で
調理が出来るという優れもの。この鍋で調理を
した、 2 ヶ月前の出来事。
夕食の具材を鍋に入れ、15分ほど煮込んでコ
ンロのスイッチを切る。冬の寒い日、2 時間ほど
放置、鍋は冷え切っていた。
夕食の準備に取りかかろうと鍋に手をかけた
が、
「ん？」
。蓋が開かない。
「えい」ドライバー
を差し込もうとするが、貝が口をつぐんでいる
ように、一寸の隙もない。どこかに隙間はない
か？ナイフも使ってみた。隙間がないので入ら
ない。ペンチもねじ回しも使ってみたが開かな
い。ゆすっても、たたいても、びくともしない。
鍋の中は真空の世界。
「ただいま〜」主人が帰ってきてしまった。
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「あの〜今夜の夕食が…」と詫びを入れ戦闘に
参加してもらう。左右に分かれ鍋と蓋を引っ張
りあう。主人の力をしても蓋は全く動かない。
私はどこかに隙間をつくろうと鍋を金槌でたた
く。ステンレス鍋は丈夫だ。びくともしない。
奮闘、1 時間半。
「今夜の夕食、どうしよう」と
落ち込む私。主人、
「ちょっと、火にかけてみよ
うよ」とコンロの上に鍋をのせた。
30秒後「ん？」かすかに隙間から、蒸気が。

続いて「ぼこ、ぼこぼこぼこ！」
蓋を持ち上げると、全くの無抵抗
でカポッとあいた。
「やった〜」と歓喜する 2 人。
しかし、我に返った主人
「何で、先に
火にかけんかったんやー！
！」
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今回は愛媛県最後の札所65番三角寺。初めて

の所を右折せず 1 km以上192号線を走らされ右

お参りしたのは夏。平石山という小高い山の中

折させられたことがある。県道5号線である。と

腹にある。桜の老木が有名で一茶の句がある。

ころがこの道が狭い。山道という感じで対向車
はほとんどない。どこに行き着くのか分からな
いという道。結局 1 時間ほど細道を走って三角
寺に辿り着いたが、それは通常走ってくる道の
反対方向からの道だった。その後もナビはこの
遠回りの細道を指示することがある。当然無視
してほんの少しの所を右折することにしている。
これなら10分ほどで寺に着ける。
駐車場は有料で、長い石段を上がれば境内は

行基菩薩が開いた寺とされており、後に弘法

フラットである。先般は、新潟から車で来たと

大師が訪れ三角形の護摩壇を築いて21日間護摩

いうご夫妻とお会いした。2 週間かけて巡礼され

修行をしたと伝えられている。この護摩壇は今

るとのこと。ご苦労様です。

でも三角形の池に残っている。この三角形が寺
の名前の由来である。
車でのルートは、高速の三島川之江ＩＣを降
り、国道11号線を右折する。少し走り192号線に
出て右折する。右折してほんの少しでまた右折
する。この右折する道は信号はあるのだが、道
が狭いのでわかりにくい。何回目の巡礼の事だ
ったか、ナビが何を考えているのかほんの少し

事務局

娘の卒業祝いにちらし寿司を作ろうと思い立
った。実は、私が嫁に来て以来、一人でちらし
寿司を作った覚えがない。嫁ぎ先のちらし寿司
は、5 年前に亡くなった母がお盆や法事に帰省
する親戚達に振る舞う特別なものだった。
「姉さ
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220ｇで作っているが、地域で推奨しているのは、
180ｇとのこと。この地域推奨の酢、砂糖、塩の
加減を基に今回は作ることに決めた。
さて、肝心の主人の第一声は、
「このアサリの
お汁はすごくおいしい！」「えっ、お寿司は？」

んのちらし寿司は上手い。」と、大阪の叔父は、

「…ちょっといろんなもんが足りんなぁ。」と私

母の作るちらし寿司を楽しみに帰省していた。
そんな母のお寿司は、1 升の米に対し、300ｇの

に気遣いながら恐る恐る答えた。やっぱり、子

砂糖を入れる超甘目のお寿司だった。私も母の

今更、お母さんの味に嫉妬。しかし、子供達の

ちらし寿司は好きだったが、健康の事を考えて、

反応は良好。よし、これから、砂糖の量は減量

今回は味の研究？をしてみることにした。料理
本の砂糖の量を確認したところ、なんと 3 合に

したままで、塩や酢の加減を調節して、私の味

供の頃から食べている母の味にかなわんかぁ。

を作ろう！

対し大さじ1杯である。私が手巻き寿司を作る時
には 3 合に対し大さじ 4 杯の砂糖で作っている。

付いた娘が、私の適当料理の作り方をメモって

大さじ 1 杯は、さすがに薄味すぎ。

いる。たまには適当でない料理を娘に伝授した

そこで、実家の母に確認。母は、 1 升に対し、

最近、そろそろ料理をしないといけないと気

いので、母は頑張るぞっ！
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外部の方からの投稿です

地球温暖化、大気汚染、水質汚濁、土壌汚染、

設整備など多くの施策については、さらに国会

騒音、廃棄物、有害化学物質、放射性物質、自

が多数の個別の関連法を定めて具体化すること

然環境や景観の破壊など、いろいろな環境問題

になっています。

があります。それらの汚染や被害を防止し環境

「環境影響評価」は、事業の実施が環境に及ぼ

を保全するために多数の法律があり、それに基

す影響を事前に調査、予測及び評価して、環境

づいて国と地方自治体が多様な対策をしていま

の保全のための措置を検討し、その措置が講じ

す。被害者救済に関する法律と裁判例もありま

られた場合の環境影響を総合的に評価すること

す。それらをひとまとめにした法分野が、「環境

です。公害の「規制」は、汚染物質や施設につ

法」です。

いて排出の濃度・量などの許容限度である基準

環境法には基本原則があると考えられていま

を定め、また、施設の設置・変更に際して届出

す。その第一は、良い環境を享受できる「環境

をする又は許可を受けることを事業者に義務づ

権」です。環境権は憲法の13条と25条に基づく

け、基準の違反がある場合は、都道府県知事又

国民の基本的人権であるという考えが有力であ

は市長が設置等の計画の変更、施設の改善又は

り、行政参加と情報公開にも関連します。他に、

操業の停止を命令又は勧告できることなどです。

持続可能な発展、未然防止原則、原因者負担の

「経済的措置」とは、事業者などに経済的な利

原則などが挙げられます。

益又は負担を与えて環境保全へと誘導する補助

制定されている法律を見ると、まず「環境基

金や環境税などの制度です。事業者が自主的に

本法」が、環境保全の基本理念、国・地方自治

環境マネジメントシステムを採用し、また、環

体・事業者・国民の責務及び施策の基本的事項

境報告書を公表する制度や、環境への負荷が少

を定めています。

ない製品にエコマークなどを付けて、消費者が

施策の総合的かつ計画的な推進を図る「環境

そのような製品を購入することを促進する制度

基本計画」と、健康保護・生活環境保全の目標

もあります。さらに、下水道、廃棄物処理施設、

値である「環境基準」は、直ちに環境基本法に

森林、公園、緑地などの整備が重要です。
「規制」

基づき政府が策定・設定します。他方、環境影

に加え、適宜これらの措置をとることが効果的

響評価の推進、大気汚染などの公害や自然環境

であると考えられています。

破壊行為の防止のための規制、経済的措置、施
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私は運動がとても苦手です。球技をすればあら

走り始めてみると、5 分もしないうちに息が上

ぬ方向に球を放り投げ、水泳をすればいくらも進

がってしまい、20分後家に辿り着く頃には、全て

まないうちに足がつる。

の力を使い果たし倒れ込んでしまいました（大げ

ただ最近、運動不足が祟りすぐに「よっこいし
ょ」と言ってしまう自分に気づき、大変焦りまし

さ）。その日以来、例の服と靴はタンスの中で眠
っています。

た。そこで運動音痴な私でもただ「走る」ことく

春になって気候も良くなって

らいはできるんじゃないかと、ランニングしよう

きたので、今度は「歩く」こと

と決意。形から入るタイプなので、まず服や靴か

から始めてみようかなと思って

ら揃えました（この時点で結構満足。
）

いる今日この頃です。

