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地元関係者に歓迎や納得の声は少な
い。大型公共事業が残す「負の遺産」
の大きさが見えてくる■「開門して海
を元に戻してください。漁業で生計を
立てさせてください」潮受け堤防の２
キロ沖合でアサリ養殖をする松永秀
則さん（５９）は今月初め、佐賀県入
りした林芳正農相に懇願した。同様に
海の環境悪化に悩んできたノリ養殖
に携わる漁民も、次々に仕事や家計の
苦境を訴えた■一方、諫早市で翌日に
あった地元営農者らとの意見交換会
では、参加者が「開門は反対、許さな
い」と連呼した。開門しないという国
の説明を聞いて干拓地に入植した農
業生産法人の幹部は、約百人の従業員
を雇い地元の雇用対策にも貢献して
いる と 林 農相 に 説 明。「 開 門し て 塩害
の被害が出れば従業員の生活を保障
できない。入植５年目で初めて黒字に
なろうとているのに」と語気を強めた
■広大な干拓農地を生かし、年間２４
００トンと日本屈指のキャベツ生産
量を誇る荒木一幸さん（３６）も意見
交換 会 後、「こ ん な いざ こ ざが 起 きる
のなら、最初から入植しなかった。国
は本当に詐欺師ですよ」と国の不手際
に翻弄される不満をぶちまけた。
■分断
開門を求める佐賀県側の漁業者と、
それに反発する地元営農者。自ら推進
した事業で板挟みの農林水産省が編
み出した策が、排水門を小さく開く
「制限開門」だ。閉め切って淡水化さ
れた調整池の水位の変動幅を抑える
ことで農家への配慮をみせるが、干拓
事業が有明海にもたらした影響を正
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した後 、初 めて 長崎 県の 中村法 道知 事
【朝日新聞・２月１９日】九州北部、諫
らと意 見を 交換 した ■開 門に反 対す る
早湾干拓地の排水門は、裁 判で決まっ
た開門の期限を１２月に迎 える■いさ 知事ら に、 農水 相は 「国 は判決 によ っ
て開門 義務 を負 って いる 」と話 した ■
かいの海にしてはいけない 。対立する
政府は 法治 国家 とし て、 確定判 決を 実
漁業者と農業者は対話の円 卓に着き、
科学的データをもとに話し あってほし 行する 義務 があ る。 それ を農水 相も 踏
まえて いる ■だ が、 気が かりな 発言 も
い■政府と長崎県は対話の 環境作りに
あった 。民 主党 政権 の上 告断念 につ い
努めるべきである■ここに いたる大き
な節目は、沿岸の漁業者ら が有明海の て「な んで あん なこ とを したの か」 と
疑問を 口に した 。政 府に 属する 立場 を
水質悪化をとめるため、排 水門を開け
考えれ ば、 不要 な言 葉で はなか った か
るよう求めた訴訟だった■ 福岡高裁は
１０年１２月、水産物への 被害を認め ■この まま 開門 の期 限を 迎えれ ば、 漁
業者側 は強 制執 行の 申し 立ても 考え る
「３年間の猶予の後、５年 間の常時開
と言っ てい る。 ます ます 対立が 激し く
門」を命じた。当時の菅直 人首相が政
治決断をして国の上告をや め、判決は なる■ 海に くら す漁 業者 、農地 を心 配
する営 農者 、県 のこ だわ り、政 権交 代
確定した■しかし、干拓農 地を所有す
した 政府 …… 。 事態 は と ても 入り 組ん
る長崎県農業振興公社と農 業者らは翌
１１年４月、国に開門差し 止めを求め でいる ■こ れを 調整 する のは政 治の 役
割だ。 政府 は、 関係 者が 自分の 言葉 で
る訴訟を長崎地裁におこし て対抗した
話しあ い、 有識 者が 助言 できる 場を 設
■干拓地で農業をしている 人たちは、
開門すれば堤防の内側にあ る淡水の調 けるべ きだ 。信 頼を 育て 、合意 を形 成
できれ ば、 その 努力 は「 諫早会 議」 と
整池に海水が入って農業用 水に使えな
して民主主義の手本になるだろう。
くなる、と反対してきた■ 農水省は海
水淡水化の大規模な施設の 建設を１３
年度予算案に入れた。だが 今も、長崎 国策事業 地元に亀裂 諫早
県や営農者は開門に反対し ている。戦
再び混迷
後の食糧難から計画を進め た長崎県は 干拓 開門調査へ
こだわりがある。農家も、 県から勧め
られてここで耕作している のに話が違 【東京新聞・２月１７日】九州・有明
うと、戸惑いが大きいだろ う■それで 海 の 国 営 諫 早 湾 干 拓 事 業 の 地 元 が 再
も、福岡高裁判決で開門が 確定してい び混迷を深めている。国は３３０億円
ることは、動かしようがな い■林芳正 と巨額の対策費を投じて、１２月まで
農水相は、昨年暮れの政権 交代で就任 に堤防排水門の開門調査を始めるが、
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諫早干拓地の水門「諫早会議」で解決を

確に調べることは難しくなる■営農
者側は、制限開門でも農地に塩害被害
が出るとみて、開門自体が受け入れら
れないとの立場。一方、漁業者側は「常
時『開放』を命じた判決の履行になら
ない。国は干拓事業を正当化し、有明
海の再生を防ごうとしているのでは
ないか」と疑心暗鬼だ■漁協理事を務
める松永さんは、かつて仲間意識が強
かった漁師たちが干拓事業をめぐり
分断された経緯をたどり、「原発の立
地地域が壊れるのと一緒の構図だ」と
指摘。「今後は、完成した公共事業を
見直すことも、立派な事業になるはず
だ」と話す。
■復元
実際に、堤防で閉め切って造った調
整池を干潟として再生させた例も、国
内外で報告されている。鹿児島大の佐
藤正典教授（底生生物学）によると、
国内では三重県志摩市の英虞湾で０
９年から取り組みが始まり、２年で３
５種類の生物が戻ってきた。韓国の順
天市では干潟を保全し、年間三百万人
の観光客が訪れる人気スポットにし
た■宮城県気仙沼市の舞根湾では、東
日本大震災の津波で堤防が破壊され、
結果的に干潟が復元された。「国はそ
こにまた巨大堤防を造ろうとしてい
るが、地元の住民は家を後背地に移
し、干潟とともに生きる街づくりを目
指していると」と佐藤教授は注目する
■諫早湾干拓に対しても「幸か不幸
か、諫早の地名とムツゴロウは有名に
なった。その干潟を再生すれば、国内
のみならず世界からも称賛される」と
問題を提起する。
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