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ソウル＝東岡徹、貝瀬秋彦 2014年5月19日22時04分

印刷 メール スクラップ

１９日、ソウル市長選の公開討論に臨む鄭夢準氏（左）

と朴元淳市長＝貝瀬秋彦撮影

韓韓韓韓国国国国統一地方選、統一地方選、統一地方選、統一地方選、与与与与党党党党へのへのへのへの逆風逆風逆風逆風    沈沈沈沈没没没没事故事故事故事故でででで朴政朴政朴政朴政権権権権苦慮苦慮苦慮苦慮

 韓国南西部・ 珍島 （チンド）付近で起きた旅

客船 セウォル号 の沈没事故を受け、 朴槿恵

（パククネ）大統領は１９日に国民向けの談話

を発表し、謝罪とともに海洋 警察庁 の解体な

どの荒療治に乗り出した。だが、大幅に落ちた

支持率 が回復するかは見通せず、６月４日

投票の 統一地方選 でも厳しい戦いを強いら

れそうだ。

特集：韓特集：韓特集：韓特集：韓国国国国旅客船旅客船旅客船旅客船のののの沈沈沈沈没没没没事故事故事故事故

■国民向け談話は「分水嶺」

 「国民の生命と安全に責任を負うべき大統領

として心から、おわび申し上げます」。１９日午前、大統領府で国民向けの談話を読み上げ始め

た朴氏は深々と頭を下げた。

 事故では１７２人が救助されたが、１９日現在で死者は２８６人、安否不明者は１８人にのぼる。

朴氏は海洋警察が迅速に対応していれば犠牲を減らすことができたと指摘し、「救助は事実上

失敗した」と批判。海洋 警察庁 を解体し、捜査は 警察庁 に、救助・警備は新設する「国家安全

庁」に移管して、海洋安全の専門性と責任を大幅に強化する法改正案を国会に提出する考えを

示した。

 また、船舶や運航に対する政府の監督も不十分だったとし、背景に官僚の 海運業 界への 天

下り があったと指摘。 天下り 規制を強化する公職者倫理法改正案を提出し、与野党と民間に

よる真相調査委員会の設置を柱とする特別法制定も目指すとした。

 「友人を助けようと水の中に飛び込み、死亡したチョン・チャウン君……」。談話の終盤で、友人

や生徒を助け、自らは命を落とした高校生や先生らに言及すると、しだいに声を詰まらせ涙がほ

おを伝った。その様子は、テレビで生中継された。最後に追悼碑を建立し、事故が起きた４月１６

日を「国民安全の日」に指定することを提案した。

 談話は「 セウォル号 政局の分水嶺（ぶんすいれい）」（ 朝鮮日報 ）になるとみられていた。談

話が評価されなければ、目前に控えた 統一地方選 にかえってマイナスになるとの見方からだ。

 朴氏は「漢江（ハンガン）の奇跡」と呼ばれる経済成長を導いた父、故 朴正熙 （パクチョンヒ）元

大統領の支持者らの熱狂的な支えもあり、高い 支持率 を維持してきたが、沈没事故で一転。民

間調査機関が１２～１６日に実施した 世論調査 では 支持率 ５１・１％で、４週連続で下がった。

 今回の談話で、与党側は「反転攻勢、少なくとも下げ止まり」（関係者）を期待するが、安否不明

者１８人の家族は１９日、「最後の一人まで救助するつもりはあるのか」と談話を批判する声明文

を発表した。談話に、安否不明者の捜索について言及がなかったためだ。「私たちは悲しみから

抜け出すことができない」とも訴えた。

 談話が思うように評価されず、 統一地方選 で与党が敗北すれば、今後の政権運営に「 黄信

号 」がともりかねない。

■「事故で１５％の票が失われた」
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アメリカン航空なら乗り継ぎは1回

同日のお昼過ぎに到着可能！
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若田光一若田光一若田光一若田光一さんのさんのさんのさんの着着着着陸地陸地陸地陸地点点点点へへへへ

帰還時、記者もカザフの草原に立っ

ていました。動画付きルポで。

 

辰巳琢辰巳琢辰巳琢辰巳琢郎郎郎郎さんさんさんさん発発発発案、「福案、「福案、「福案、「福ワインワインワインワイン」」」」とはとはとはとは？？？？

西川りゅうじんさんも「それ頂きます」

ＶＥＲＹ編集長／車ＶＥＲＹ編集長／車ＶＥＲＹ編集長／車ＶＥＲＹ編集長／車はははは「自己表現」「自己表現」「自己表現」「自己表現」

ベビーシッターが見つかっても…

最近最近最近最近ママになったあのママになったあのママになったあのママになったあの人人人人にににに絵絵絵絵本本本本をををを贈贈贈贈るるるる？？？？

→贈る

800 grams of chuck steak that went into my stew 

last night. This cut of meat may be cheap, but it's 

beautiful too (R) pic.twitter.com/RVRMV3CB3F

朝日新聞 国際報道がリツイート 

Fusako Go Asahisydney55@  9時間

ツイートツイートツイートツイート フォローするフォローするフォローするフォローする

@asahi_kokusaiさん宛にツイートする

※Twit terのサービスが混み合っている時など、ツイー

トが表示されない場合もあります。

asahi_kokusai
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トップニューストップニューストップニューストップニュース 朝日新聞デジタルトップへ

福島原発事故「吉田調書」を入手 吉田所長の指揮克明に (18:00)

宇宙旅行は夢じゃない 米で来年にも実現、日本でも注目 (21:57)

「時の流れに任せればいい」 浅田真央会見、一問一答 (21:00)

片山被告の保釈取り消し 東京地検「証拠隠滅した」 (21:46)

ＡＳＫＡ容疑者の契約解除・作品回収も レコード会社 (20:25)

もっと見る
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政政政政権権権権はははは「「「「内内内内向向向向きききき」」」」─日韓日韓日韓日韓関関関関係改善係改善係改善係改善をををを（週刊（週刊（週刊（週刊

e‐‐‐‐World））））

金正恩金正恩金正恩金正恩がががが狙狙狙狙うううう中中中中国国国国のののの援助再開援助再開援助再開援助再開─横横横横田夫田夫田夫田夫

妻面妻面妻面妻面会実会実会実会実現、日朝再開現、日朝再開現、日朝再開現、日朝再開のののの舞台裏（舞台裏（舞台裏（舞台裏（e‐‐‐‐

World））））

韓韓韓韓国国国国のののの後塵後塵後塵後塵をををを拝拝拝拝するするするする「「「「クールクールクールクール」」」」     世界進出世界進出世界進出世界進出

のののの足足足足をををを引引引引っっっっ張張張張るモノるモノるモノるモノ（週刊朝日）（週刊朝日）（週刊朝日）（週刊朝日）

３３３３独独独独裁者裁者裁者裁者のののの眼中眼中眼中眼中にないにないにないにない日本日本日本日本    露、北朝露、北朝露、北朝露、北朝

鮮、中鮮、中鮮、中鮮、中国国国国… 野望野望野望野望のののの行行行行くくくく末（週刊朝日）末（週刊朝日）末（週刊朝日）末（週刊朝日）

 １９日午前、ソウル市長選の与野党候補による初の討論会が開かれた。現職で最大野党・新

政治民主連合の朴元淳（パクウォンスン）市長は、沈没事故を「韓国の根本を揺るがした」とし、

「人と命、安全を最優先にする」と約束。与党・セヌリ党の鄭夢準（チョンモンジュン）氏は「安全な

国をつくる」としたうえで、今回の事態は「政界全体、社会の指導層すべてが責任から逃れられな

い」と述べて野党側を牽制（けんせい）した。

 市民派弁護士出身の朴市長に、７選の国会議員で 国際サッカー連盟 （ＦＩＦＡ）副会長も務めた

与党の大物が挑む構図。事故前は鄭氏の支持が上回る 世論調査 もあったが、事故後に急落。

鄭氏の次男が乗客の家族を侮辱するような言葉を フェイスブック に書き込んだことも響き、最近

は朴氏に２０ポイント近く離されている。

 与党への逆風は保守が強い 釜山市 も同じだ。市長選の与党候補は朴大統領の側近で、当初

は安泰とみられていたが、野党側の候補が無所属候補に一本化されると、調査によっては 支持

率 で逆転されるケースが出てきた。首都圏の京畿 道知事 選でも与党候補が勝つとみられてい

たが、事故後は野党候補との差が縮まってきた。京畿道には沈没事故で大勢の修学旅行生が

死亡した高校がある。

 与党は 統一地方選 の公約集の冒頭に「国民安全 最優先」との項目を置き、安全対策に取り

組むと訴える予定だが、与党関係者は「沈没事故で少なくとも１５％の票が失われた感じだ。ソウ

ルだけでなく、釜山や京畿道などでも負ければ、影響は甚大だ」と話す。

 だが事故後、野党の 支持率 も下落傾向にある。野党関係者は「過去に政権を担った野党に

も、事故の責任の一端はあるとみられている。最終的に有権者がどう判断するか。まだ見通せな

い」と話した。（ソウル＝ 東岡徹 、貝瀬秋彦）

このこのこのこの記事記事記事記事にににに関関関関するニュースするニュースするニュースするニュース

「無限の責任感じる」 韓国船事故で朴大統領 (5/5)

沈没事故対応に批判噴出の末 韓国首相辞意、厳しい政権運営 (4/28)

韓国世論、朴政権に矛先 発表訂正続き、捜索は難航 旅客船沈没 (4/20)

沈没事故、世論の矛先は朴政権に 統一地方選にも影響か (4/20)

レコメンドシステムによる自動選択

（ＡＫＢ的人生論）小笠原茉由 センス磨きお笑いも全力 (05/17) [ＡＫＢ的人生論]   

（＠ドルトムント）破産危機から立ち直ったドルトムント (05/17) [特派員リポート]  

（デジタルトレンド・チェック！）アップルの新音楽サービス (05/16) [デジタルトレンド・チェック！]  

（皇族方の素顔）両陛下の「お忍び」散策 (04/27) [皇族方の素顔 ]  
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相相相相続増税続増税続増税続増税迫迫迫迫るるるる！！！！セミナーでセミナーでセミナーでセミナーで節節節節税対税対税対税対策策策策をををを徹底解徹底解徹底解徹底解説説説説

えっえっえっえっ、、、、そんなところにそんなところにそんなところにそんなところに！ＡＫＢ！ＡＫＢ！ＡＫＢ！ＡＫＢとのとのとのとの共通共通共通共通点点点点

キャンパスキャンパスキャンパスキャンパス アサヒ・コムアサヒ・コムアサヒ・コムアサヒ・コム 大学の新たな魅力。

会会会会計計計計もももも、、、、教教教教職職職職もももも、法律、法律、法律、法律もももも 社会人大学院

脳脳脳脳卒中卒中卒中卒中のののの疑問疑問疑問疑問・・・・質問質問質問質問・・・・体体体体験験験験談談談談をををを募集募集募集募集していますしていますしていますしています

【【【【もうもうもうもう応応応応募募募募したしたしたした？】？】？】？】ビジネスクラスでビジネスクラスでビジネスクラスでビジネスクラスで豪州豪州豪州豪州へへへへ！！！！

北海道北海道北海道北海道へへへへ移住！移住！移住！移住！スウェーデンヒルズスウェーデンヒルズスウェーデンヒルズスウェーデンヒルズ説説説説明明明明会会会会開催開催開催開催

加加加加齢齢齢齢臭臭臭臭ではなかったではなかったではなかったではなかった！！！！アブラっぽいあのニオイアブラっぽいあのニオイアブラっぽいあのニオイアブラっぽいあのニオイ

大幸大幸大幸大幸薬薬薬薬品／正露丸品／正露丸品／正露丸品／正露丸×アピタルアピタルアピタルアピタル特別特別特別特別タイアップタイアップタイアップタイアップ

いついついついつ乗乗乗乗るのるのるのるの？？？？いまでしょいまでしょいまでしょいまでしょ！！！！ マセラティ・ギブリ

土地活用土地活用土地活用土地活用でででで財財財財産産産産をををを残残残残しましょうしましょうしましょうしましょう

相相相相続続続続セミナーセミナーセミナーセミナーin名古屋名古屋名古屋名古屋 円満に引き継ぐために

乳児殺害容疑、母親逮捕 「障害疑い悲

観」 東京・葛飾

ヤフー、イー・アクセスの買収中止

三陽商会、バーバリーとの交渉が正念場 

来年契約終了か

プーチン大統領、「大戦結果の見直し、許

されない」

電気製品１千万個回収 ２０日から コーナ

ン商事

「集団的自衛権で徴兵制に」 3012

美味しんぼのゲラ、環境省に 2977

セブンない県、ゼロへ 761

ショッピングショッピングショッピングショッピング

和歌山和歌山和歌山和歌山県県県県代表代表代表代表のプレミアのプレミアのプレミアのプレミア肉肉肉肉

猪の父、豚の母を持つイノブタ

ブック・アサヒ・コムブック・アサヒ・コムブック・アサヒ・コムブック・アサヒ・コム

絶絶絶絶妙妙妙妙なかわいさなかわいさなかわいさなかわいさ    東東東東欧欧欧欧のののの陶器陶器陶器陶器

ファンシーでもキッチュでもない

【＆【＆【＆【＆M】】】】

５５５５ナンバーのサイズナンバーのサイズナンバーのサイズナンバーのサイズ感感感感

ＢＭＷ「Ｍ２３５ｉ」に試乗

【＆ｗ】【＆ｗ】【＆ｗ】【＆ｗ】

海海海海のののの上上上上でアジアンフードでアジアンフードでアジアンフードでアジアンフード三昧三昧三昧三昧

香港発着、クルーズの旅

Astand

松岡和子松岡和子松岡和子松岡和子×伊伊伊伊礼礼礼礼彼方彼方彼方彼方対対対対談談談談

シェイクスピア作品の翻訳とは

ハフポストハフポストハフポストハフポスト日本版日本版日本版日本版

長澤長澤長澤長澤まさみまさみまさみまさみ、、、、ロングドレスロングドレスロングドレスロングドレス披露披露披露披露 

レッドカーペットにスター集結

就活朝日就活朝日就活朝日就活朝日    なりたいなりたいなりたいなりたい自分自分自分自分へへへへ踏踏踏踏みみみみ出出出出そうそうそうそう！！！！

朝日朝日朝日朝日転転転転職情報職情報職情報職情報

トップトップトップトップ 社社社社会会会会 政治政治政治政治 経済経済経済経済・マネー・マネー・マネー・マネー 国国国国際際際際
テックテックテックテック＆＆＆＆ 

サイエンスサイエンスサイエンスサイエンス スポーツスポーツスポーツスポーツ カルチャーカルチャーカルチャーカルチャー

ツイッターツイッターツイッターツイッター フェイスブックフェイスブックフェイスブックフェイスブック
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