批判が集中した︒

板と謝罪を求める署名などの 由があるが︑岡村さんは︑貧

岡村さんは同三十日のAN 呼びかけが展開され︑批判は 園が原因で選択肢がなく選ぶ
人を自分の楽しみに結びつけ

ー匂 い詰めるのはいじめと同じ﹂

度 と指摘した︒
ラジオリポーター出身の放

逓 送作家山英傑子氏は﹁私は

レ

人いるのは事実たそう力︑完

介類の値崩れが目立つ︒豊

染拡大で高級魚を中心に魚

ん
だ
﹂
折しも︑新型コロナの感

を戻すのは︑簡単じゃない

へ仕入れ先を変えた取引先

災を機に東北から他の地域

が落ちている︒さらに︑震

思う︒でも︑仲買業著の力

評被害は和らぎつつあると

きた︒以前に比べれば︑風

の魚のPRにも取り組んで

さが残っていると語る︒
﹁これまで首都圏で福島

競争力を取り戻すには難し

正義のようで怖い﹂

卜 言に乗じてたたきつぶせとい
ス わんばかりの熱狂︒ゆがんだ

し︑農林水産関連の三団体
は放出案にはっきり反対を

掲げた︒その一つ︑県漁業
協同組合連合会の野崎哲会
長は﹁国からの出荷制限が
すべて解除され︑増産へ舵
を切る矢先︒それに︑海に
は県境がない︒福島の漁業
者だけで判断できない︒全
漁業者の意見を聞いてほし
い﹂と強く反発した︒
反発は無理もない︒福島

県沖の漁業は原発事故に伴
って国が出荷制限をかけ︑

り︑卸売価格は二月下旬へし

で飲食店などの需要が減

い︒柳内さんも不安にさい

は追い打ちをかけかねな

％にととまった︒
逆風下で原発事故の余波
から立ち直ろうとしている
福島の漁業に︑処理水問題

が千百十トンと前年同期の50

ろから徐々に下降︒緊急事
態宣言が出た後の四月第二
週︵十〜十六日︶は︑水産
物全体の一日平均取扱数量

と︑宴会や外食自粛の影響

洲市場の週間市況による

海域や魚種を絞った試験操
業が続いてきた︒出荷制限
の対象魚種は徐々に解除さ
れ︑今年二月に全魚種解除

﹁震災後︑水揚げ量は激

にこき着けたばかりだ︒

トンと震災前の14％ほど︒し

減し︑昨年でも約三千六百

かも︑魚の流通に欠かせな
い地元の仲買業著も廃業し
て半減︒事業を縮小した業
者もいる﹂︒小名浜機船底
曳網漁業協同組合︵福島県
いわき市︶の柳内孝之理事
は︑水揚げできるようにな
っても︑福島の魚が市場で

は︑ただでさえ厳しい競争

なまれる︒﹁福島の漁業

い︒なのに放射能というマ

をしていかなくてばならな

イナスまで背負うことにな

﹂
る
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Nで︑﹁たくさんの人たち︑ 収まっていない

︵中沢佳子︶
しかし︑伊藤課長の口調

は︑国が責任を持って判断

は硬かっだ︒﹁県として

にも関係者の意見を聴き︑

してもらいたいと思う︒国

い続けている︒風評被害へ

慎重に判断してほしいと言

の具体的な対策も示してほ
し
い
﹂

処理水の処分を巡り︑政

府の小委員会は二月︑希釈
して海に流す案と大気に蒸

発させる案の二つが現実的
だと提言︒これを受け︑経

済産業省などは四月から
﹁御意見を伺う揚﹂と称
し︑地元の自治体や農林水

産業︑宿泊業などの関係団
体トップへの意見聴取会を
開いた︒
賛否や温度差はあるもの

またも逆風

の︑多くが風評被害を心配

外食自粛で値崩れ＋再び風評被害不安

東京電力福島第一原発でたまり続ける放射性物質トリチウムを含んだ処

理水が︑原発事故の余波から立ち直ろうとしている福島の漁業に追い打ち
をかけようとしている︒政府の小委員会は処理水の処分を巡り︑海や大気
への放出を提言したが︑農林水産関係者や住民は反対︒それでも国は新型
コロナウイルス問題に乗じるがのように住民との対話を避け︑地元自治体
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いる﹂ ﹁女性蔑視だ﹂などと コちゃんに叱られる！﹂の降 クに行き着くにもいろんな理
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や関係団体のトップのみに﹁御意見を伺う場﹂を開き︑処分方針の決定に
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放出
望むトリチウムカ
8日量目貴書枯！日輪竃

虐罫
一．

、、三〒ミし，

寓

つのユ0与れ
（第3撞郵便物認可）

地元の憂いをよそに︑国
は放出決定に向かうかのよ
うに︑事を運んでいる︒
四月六日に開かれた初回

の意見聴取会は︑経済産業

省や復興庁︑環境省の副大
臣などが福島に出向いた︒
ただ︑感染対策で会場での
一般傍聴はなく︑インター
ネット中継で公開した︒ニ

回目の聴取会は緊急事態宣
言後の十三日に実施︒それ

も︑感染拡大防止を理由
に︑福島と東京をテレビ会
議システムで結んでやりと

閉
園

ル︑FAX︑電子政府の総

で募り︑郵送や電子メー

反対の声に向き合わず
署名活動もままならず︑イ

apanLの溝田蕎事務

﹂
か

放出を強行するのだろう

ある︒それでも国は本気で

反対や慎重さを求める声が

め息をつく︒﹁こんなにも

えない︒柳内さんが深くた

た︒そして今︑放出への不
安の声に向き合ってももら

まざまなものを奪われてき

家︑家族︑仕事︑故郷︒福
島の人々は︑原発事故でさ

んだろうね﹂とつぶやく︒

だ聴くだけ︒結論ありきな

側はこちらの一一章つことをた

次の聴取会は十一日の予
定︒会の様子をネット中継
で見てきた柳内さんは﹁国

けるという︒

合窓口で十五日まで受け付

粛が続く今は︑行けない︒
ンターネットも活用して集

結論を出そうとしている︒

積み上げをしたいだけ︒国

聴いた﹄という既成事実の

局長は切り捨てる︒四月九

なぜ今強行終息後に議論尽くせ

聴取会は﹃関係者の意見は
届かない︒なぜこの非常時
に開催しなくてほならない
い﹂と批判する︒

会での議論も尽くしていな

市民会議は国内外約三百
二十団体とともに︑首相や
経産相などに対し︑陸上保

る共同声明文をまとめた︒

際環境NGO rFOE J

ありきだから︑市民の声を
聴く気なんてない﹂と︑国

って訴えたい︒でも外出自

佐藤氏は﹁本当は東京に行

に向いているどさくさを利

進めていかなくてばいけな

・汚染水対策官は﹁現状を

用しているのか﹂︒溝田氏
らの問い掛けに︑資源エネ
ルギー庁原子力発電所事故
収束対応室の奥田修司廃炉

のか︒国民の関心がコロナ

会をあえて開く必要がある

に︑新型コロナが終息する
まで意見聴取会を延期し︑
福島県内外で一般市民も参
加できる形で開くよう経産
省に申し入れた︒
﹁緊急事態宣言が出て︑
さまざまなことが取りやめ
になった︒なのに意見聴取

日︑清田氏は超党派議運
﹁原発ゼロの会﹂ととも

管の継続や国民的議論のた
めの全国公聴会開催を求め

は﹃犠式﹄︒スケジュール

のか﹂︒原発事故の刑事責

対語なき「御意見伺う場」住民反発「儀式」

めるしかない﹂とコロナ問
題で活動に制約がある現状
を嘆く︒
﹁国にとって意見聴取会

任を追及してきた﹁福島原
発告訴団﹂団長の武藤類子
さんは︑コロナ禍で議論が
尽くされないまま︑なし崩
しで決まりかねないと危機

感を募らせる︒初回の会合
で︑武藤さんなど市民有志
は会場前で海洋放出や聴取

会の強行に反対したとい
︒
う

政府の小委員会が二〇一

八年八月に福島や東京の三
カ所で開いた公聴会では︑
市民など計四十四人が意見
を語り︑放出に反対する声
が多数出ていた︒武藤さん
は﹁公聴会の意見だけでは
少ないし︑今回の聴取会で

処理水に危険はない前提で

ら︑各自治体で公開議論の

話されていたのもおかし
い︒感染が落ち着いてか
場を設けるべきだ﹂と訴え

︒
る

市民会議の佐藤氏は﹁経
産省は二二年夏へしろで保管

タンクが満杯になるとし

り︒一般市民の意見は文書

い﹂などと繰り返すばか

⑥中日ドラゴンズ

いつもドラゴンズと、

臆的e

覆亭■一㌣二一一望竿弼＿

﹁新型コロナ対策だとい

りする形だった︒

て︑処分手続きにかかる時

て力えは治判れなめいロ

胸臆開園阻漢書■鰯轟狸藍＿，蒸≡
うけれど︑一般傍聴できな

間を踏まえて︑今年夏には
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い状態で︑市民の生の声が

①処理水に関する意見聴取会の延期などについて申し入

れを受ける経産省の担当者ら（中央2人）＝東京・永田
町の衆院第1議員会館で ㊦巨大なタンクが並ぶ東京電
力福島第一原発＝2月、本社へり「おおづる」から

シ勿（鶴可）∴
聞・よ020
軍」茸∴喜

、 一一、

7， ＠o黄 ＼ヲ／ 試合がある日もない日もいっしょに楽しもつ。 そんな思いをこめたグッズが勢揃い。 中日新聞社直営のドラゴンズショップです。

※インターネットからのご注文をお願いします。中日新聞社の事業所では販売しておりません ※別途送料が必要です

