アユ漁と縁薄い
ダム推進派たち
川辺川ダムの地元'球磨川漁協の組合員は半数以上がダム建設に反対している｡
しかし､推進派が多数を占める現執行部は'二月二<日の総代会で'補償金など国土交通省との

ンクリ‑トダムで､貯水容Jtは1億3300万立方メー

トル｡完成すれば九州で2番目の巨大ダムとなる｡

力発電用に予備調査を始めたのは1953年｡村の中

建設目的は二転三転しているo電源開発掬が水

心部が水没する五木村の反対で言十画が行き詰まる
と､熊本県が川辺川東岸の高原(たかんぼる)令
地を水田化する目的で計画を引き継いだ｡ 63年か

ら3年連続で起きた水害をきっかけに政府は66年､

億円に膨れ上がっているo 2001年度予算案では事

当初350億円だったが､ 98年の基本計画変更で2650

業費151億円がついているo

は

〔2000年2月18日〕参照)だし､川辺川ダムの計画

だが､治水･利水面は疑問だらけ(本琵303号

ヤ

発電tはダムで水没する発電所の発電量とほぼ同
じo巨親の税金を投じて川辺川ダムを造る意味は

なく､残されるのは川や海への環境破壊だけだ｡

あ

と

む清流川辺川を守る県民の会｣のホ‑ムページ

川辺川ダムの間監点は､ r子守唄の里･五木を育

̲

(軌http州Ⅶ〟abe techr70bgFC CO紳)が詳しい.

(鳥集部)

A

(梅雨)
いちふき

になって球

赤潮の被害は年々ひどくなってお
した｡これ以上'海に環境負荷を与

り'去年は四〇億円以上の被害を出

響調査をしろ｣と'シュプレヒコー

一方､球磨川流域の市町村長で構

ルをあげた｡

成する｢川辺川ダム建設促嚢至

ダム廷a^'による水質の悪化で､下流や海の】羅晩嘘壕が歴念されているo

交渉内容の賛否を決める予定だoこれは少数の横暴だ､と反対の声が巻き起こっている｡

さ

ご

と､｢影響が出てから調査をしても

い

と

言する｡｢流し

ひ

三七漁協の対策委員会は翌一九

い

ルにもなる濁水の帯が対岸まで届き'

日､八代郡鏡町で総決起佑宏武を開き'

か

えてきた影響は､漁民が一番知っと

より恐かとが'その後にくる赤潮た

網もなんも流され漁にならん｡それ

け

る｡それなのに'(政府は)影響が

あ

た｡諌早湾干拓の影響とみられる有

の建設

合いは平行線のまま終了した｡

間に合わない｣とする漁業者の話し

(コラム参照)

厚さ五〜六メートル'幅数百メート

磨川上流の市房ダムが放水すっと'

川辺川ダム

推進派､反対派の攻防は､行政や流
からだ｡宮本会長は｢ダムが海に与

ないとして何も説明せず'急いでダ

し.rぬいかい

不知火海沿岸の三七漁協は二月一

国土交通省が造ろうとしている川辺川ダムは､高

れわれの手で不知火海を守るぞ｣｢影

日'川辺川ダム対策委員会(会長'

ムを造ろうとするのはおかしい｣と､

みや･Jと壬さる

ひ の し ま ひ ら お か ゆ き の ぶ

宮本勝･熊本県漁連第三部会長)

加えられ､現在の計画となった｡事葉書は､計画

断固反対の構えだo

さ107 5メ‑トル､最大幅274メ‑トルのアーチ式コ

い｡九九%発生する｣

詰めかけた漁民一五〇〇人が'｢わ

んで激しさを増している｡

明海の魚介類被害が他人事ではない

後の68年､潅概(かんがい)と発電が再び目的に

域住民､川と海の漁業者をも巻き込

治水専用ダムとして計画を発表するoそして2年

を設置し'国土交通省や熊本県に環

樋島漁協の平岡雪伝さんもこう証

えることは海の死を意味することを'

も同一八日'推進のための総決起集

いくらかよこせと

怒りで撤回する騒ぎとなった｡

いうことだろう｣と発言'漁民らの

にも(補償金を)

席上'海面漁協の動きに対し｢自分

幕典八代市長は一〇日の同協議会の

A+しのり

会を開催した｡副会長を務める沖田

虫NJた

漁業者は誰よりも肌で感じている｡

ダム阻止のヤマ場は
28日の漁協総代会
これら日増しに大きくなる海面漁

協の組合員の声に'国土交通省は二
月1八日'初めて不知火海沿岸の三

が急なのは'地元の球磨川漁協(木

きの

このように推進派'反対派の動き

した｡しかし'｢影響が海までおよ

下東也離合長'約一八〇〇人)が二

七漁協組合長を集めた説明会を開催
ばないよう努力する｣と繰り返す同

月二八日にも総代会を開き'約一六

したとうヤ

省川辺川工事事務所の金尾健司所長

環境庁が1 997年度調査で｢水葉が全国一良い｣と評価した川辺川o
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境影響調査を求める要望書を提出し

建設意義がない川辺川ダム

だ｡国土交通省は補償契約を締結す

(ダム受け入れ)を決めそうだから

億五〇〇〇万円の漁業補償契約締結

しません｣との

会に交渉を委任

｢補償交渉委員

〇人を超える

署名を手に理事

球磨川漁協がダム推進へ遇進しだし

ても一五億円を

少なく見積もっ

た臨時能代会を中止することを決定

したが'この突然の中止が県の勧告

に従ったものでないことは明らかだo

なぜなら'もともと二月二八日に予

定されていた定期総代会の議題に臨

こそくな手法であり'稔会を

時総代会の議案を盛り込んでいるか
らだo

開催すべきという県の勧告がまたも

や無視されたのは事実である｡厳し

くなった世論の非難をかわそうとし

課のどちらにも見え隠れする｡

ている姿勢が'漁協執行部と県漁政

球磨川流域市町村の一つ'熊本県
きかもと,Jり

の住民投票条例の制定を求めて署名

坂本村では'ダムの是非を闘うため

貝も少なくな

ダムへの不満は一気に吹き出そうと

活動が始まった｡熊本市では一八日'

い｡しかしなが

進めるやり方を問いたい｡1刻も早

している｡二八日の定期総代会の開

二〇〇〇年九月一日､ 熊 本 県 人 吉 市 で 開 か れ た 球 磨 川 漁 協 臨 時 総 代 会 ｡

推進派で占められ'木下組合長の意

ら'ダム推進派で固められた執行部

訴理由を説明する｡

く正常な組合運営に戻したい｣と提

この臨時総代会の決議内容などを

離合員の委任も受けずに補償交渉の

る熊本県漁政課にもある｡昨年一二

問題は'漁協を指導する立場にあ

の攻防は'まさに決戦前夜の様相を

催に向けて'ダムの反対派､推進派

反対パレードを繰り広げた｡住民の

不服とする租合月四六四人は､すぐ

内容を決めたのだから､吉村さんた

多数派工作により.川辺川タムの建設反対派が罷免された｡

図する補償交渉委員会が設置される

にはアユ漁で生活するものはほとん

もう黙っておられないと女性たちが

と､密室のなか連日のように国土交

どいない｡そういった立場の人が'

の手

会を開催すれば'稔代会の決議がひ

結果は､半数以上がダム反対だ｡能

組合員を対象としたアンケートの

を開催しなければ水協法違反となる｡

の請求があれば､二〇日以内に総会

た｡組合員の五分の一(約三六〇人)

｢もちろん'自分がダム反対という

たo

だと求める訴えを熊本地裁に起こし

をえない補償交渉委員会設置は無効

一一六人は二月一日へ組合員の稔意

部のやり方に危機感を感じた組合員

求を拒否し'補償交渉を進める執行

最高決議横問である総会の開催請

総代会の前に組合員から請求されて

たのか翌一四日'球磨川漁協に対し'

これにはさすがに熊本県もあわて

の賛否を問う臨時能代会を二月二二

部は一月一三日､補償(ダム承認)

の足元を見透かすように'漁協執行

行なう気配はなかったのである｡そ

る漁協執行部にそれ以上強い拍導を

反に勧告はしたもののへ無視し続け

が良心を駆逐することになりそうだ｡

ない｡だが'このままでは'またもお金

の破壊と引き換えにできる金額では

続ける国土交通省の姿勢だ｡

漁協執行部､それを知りつつ交渉を

在り方と､違法行為を行なう数人の

映せず違法も見逃そうとする行政の

いま問われているのは､民意を反

里しているのだ｡

に水産業協同組合法(水協法)

ちの怒りはもっともだ｡

っくり返されると読んだ理事会は'

こともある｡しかし'組合員の総意

いる臨時能会を開くよう指導した｡

月二七日'総会を開かない水協法違

続きにしたがって総会の開催を求め

槍会開催を拒否し続けているo

も問わず'(総会を開‑よう求める)

原告団長の塚本昭司さんは

つる

しょうこ一九川九等まれo環境カウンセラーC

償金は一人あたり数｢万円o川や海

球磨川漁協の組合員が手にする補

これに対し'反対派組合員でつ‑

県の勧告も無視Lt水協法違反も覚

球磨川漁協は二二日に予定してい

日に開催することを決定した｡

る｢川辺川.球磨川を守る漁民有志の

悟の上と'一部の人間が補償交渉を

つ か も と し よ う じ

会｣の代表'吉村勝徳さんらは､｢漁協

よしむり･Rつのり

を売り渡するのは許せない｣と､八〇

2001.223 (352号)
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れば'年度内にも川辺川ダム着工を
強行するとの観測も出ている｡だが'

会に詰め寄って
球磨川におけ

いる｡

この総代会開催が問題なのだD

金と良心の闘い

たのは昨年九月一日｡この日の臨時
超える｡吉村さ

の漁獲金額は'

る一年間のアユ

総代会で反対派の理事･監事の全員
んらアユ漁で生

.Nいしん

ダム反対の立場を取り碗けできた

が'多数派工作により罷免されたの
活を支える租合

ltl･.･.川こい‑;. (.1･.,i..HJl.I; :1､･:州l川Li:.lLJ':

通省と補償交渉が進められてきた｡

ひめん

がきっかけだった｡新執行部はダム

･.｢■t■
‑
｢

