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九州農政局国営事業再評価第三者委員会（第３回） 

議  事  録 

 

１．日 時：平成１８年６月３０日（金） １４：００～１６：２４ 

２．場 所：熊本交通センターホテル 「椿の間」 

 

【議事内容等】 

 

（事務局） 

 それでは、時間となりましたので開始したいと思います。 

 開会に先立ちまして、九州農政局事業管理委員会委員長である整備部長の國弘よりあいさ

つをさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

（整備部長） 

 委員の先生方には、ほとんど毎週、遠路御出席いただきまして、本当にありがとうござい

ます。 

 早速ですけれども、きょうの議事でございますが、前回、御審議いただきましたところ、

幾つかの宿題をいただいておりますので、その宿題につきまして当方から御説明をさせてい

ただきたいと思います。 

 また、私ども口頭で説明をさせていただきましたけれども、若干十分ではなかったのでは

ないかなというところがございましたので、補足的な説明もさせていただこうかなというふ

うに思っております。 

 今後、委員の皆様には委員会の意見ということで取りまとめていただくことになろうかと

思いますけれども、前回も申し上げましたが、出されました案件につきましては、今後、事

業の実施に役立てていきたいというふうに思っているところでございます。よろしく御審議

をいただきたいと思っております。 

 簡単でございますけれども、冒頭のあいさつにかえさせていただきます。これから加藤委

員長の方にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 
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（加藤委員長） 

 それでは、ただいまから国営事業再評価の第３回目の委員会を開催させていただきます。 

 委員の先生方には毎週お忙しい中、御出席いただきまして、本当にありがとうございます。 

 きょうは、先ほど部長からも御報告がございましたように、幾つかの宿題を私たち出して

おりましたので、それに対する回答をいただきたい。 

 それから、きょうは大西委員に御出席いただいておりますので、直接大西委員からも意見

をいただきたいと思っております。 

 それでは、委員各位の忌憚のない意見をよろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、開催させていただきます。 

 

（事務局） 

 それでは、報道関係の皆様につきましては、ここまででお願いしたいと思います。これ以

降はモニタリングルームでの傍聴をお願いいたします。 

 

〔報道関係者退室〕 

 

（加藤委員長） 

 それでは、早速議事に入りたいと思います。 

 それでは、従来からの順番に従いまして西諸地区から、先日、各委員から質問が出されて

おりましたので、それを踏まえて御説明をお願いしたいと思います。 

 済みません、事務局、きょうの配付された資料の確認をお願いできませんか。 

 

（事務局） 

 では、お手元の資料を確認させていただきたいと思います。 

 クリップ留めにさせていただきました第三者委員会（第三回）の資料でございますが、外

していただきまして、まず最初に資料目録と、あと議事次第、出席者名簿ということでつけ

させていただいております。 

 続きまして、資料－１としまして、西諸地区の資料がございます。 

 資料－２としまして、諫早湾地区ということで資料をつけさせていただいております。 
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 もしお手元にないようでしたら、事務局の方におっしゃっていただければと思います。 

 

（加藤委員長） 

 よろしいでしょうか。──よろしいですね。 

 それでは、西諸地区からよろしくお願いいたします。 

 

（西諸農業水利事業所長） 

 西諸地区の環境との調和に対する配慮についての御説明を申し上げます。 

【パワーポイントにより説明】 

 この件につきましては、前回までは、今ごらんいただいているものを示し、言うならば観

念的、総論的なことだけを申し上げました。具体的な内容のご説明を求められていることを

十分に理解できず、大変失礼いたしましたが、本日は少し具体的な御説明を申し上げたいと

思っております。 

 ごらんいただいている画面は、前回の資料に一部追加したところがございます。お手元の

資料をあわせて見ていただきますと、前回と少し変えたところは、対策のカテゴリーとして、

回避する、影響を低減する、それが難しい場合には代償措置をすると、そういう考え方に区

分して記述しております。内容的には全く変えてございません。 

 このような進め方で、着工以来、ダム本体の設計と並行して現地調査など行ってきまして、

環境保全対策を取りまとめる保全計画書まで作ってきており、今後、ダムの工事を実施しな

がら具体的な対策の効果などをモニタリングしていくという御説明まで申し上げておりまし

た。 

 １枚めくっていただきまして、この経緯を少し整理しております。 

 平成８年度に事業着手いたしましたが、その以前にダムの、あるいは水路の設計など具体

的な設計を行う全体実施設計というのを行っておりました。そして、事業に着手する直前に

なりますけれど、平成７年度に「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」

に係る指定種の追加といたしまして、ゴイシツバメシジミが対象となりましたので、そのた

めの現地の調査を行いました。 

 その後、関係する宮崎県の自然環境部局などといろいろ相談する中で、この特定の種に限

らず、この地域に存在する希少な動植物に視野を広げて調査をし、対策を行っていくべきで
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あろうという考えになりまして、平成10年、11年にかけまして、まず、概略的な調査を行い

ました。その際には、検討委員会を設けまして、専門家の御指導をいただいております。 

 画面の上の方が植物関係、下の方が動物関係というふうに表の中で大きく分けてございま

す。 

 そして、平成13年度以降、概略調査で発見されました種などを対象に、少し絞りながら詳

しく調査を行ってきました。その間に、植物に関しましては移植試験なども若干やってござ

います。その際には、九州農政局の環境配慮工事検討委員会という場を活用いたしまして、

専門家の御意見、御指導をいただきながら進めてまいりました。 

 一方で、茶色くなっているところは猛禽類です。平成11年に飛翔が確認されたクマタカを

対象といたしまして、生息の分布調査などを行ってまいりました。 

 これも環境配慮工事の検討部会に鳥類部会というのを設けまして調査を進めてまいりまし

た。それぞれ現地の調査などをやりながら、だんだんまとめてきたところですが、最近の２

年間にわたりましては、具体的な環境保全計画策定のための調査を行いつつ、委員会を設け

て概ねまとめてきたところです。 

 その間、環境に関するさまざまな法律の成立でありますとか、県が制定しました環境関係

の条例などございましたので、その都度関係機関といろいろ御相談、御指導いただきながら

進めてきたというのが大きな流れでございます。 

 次に、具体的な内容の御説明を申し上げます。 

 まず、取り上げました環境要素としましては、左の方から大気質、水環境、動物、植物、

生態系、景観・人と自然の触れ合いというふうに大きく区分されます。それぞれにつきまし

て、現状がどうであり、将来、ダム建設によりどういうようなことが起こるのかという予測

を行っております。 

 その後、表が続いていまして、ちょっと見づらいかと思いますが、この表の中では、今ご

らんいただきました大気質ですとか、水環境という、検討する要素を左側の欄に設けまして、

それに対して、大気質の中では近隣住民に対する影響のいかんを考えるという意味で騒音と

か振動を取り上げ、水環境につきましては、水質の中でも温度、濁り、富栄養化というふう

な三つのものを中心に見てきました。 

 こういうような対象について、どのような検討を行い、どんな調査を行ってきて、結果、

対策が必要かどうかというような判定をしてきたのかという表の作りになっています。 
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 一つ一つを簡単に御説明申し上げますが、この薄いピンクになっているところが環境保全

計画というふうに書いておりますけど、これまでに検討してきた範囲といいますか、具体的

な対策方法を検討してきたというところでございます。 

 その後は、ダムの工事実施段階ですが、工事に着手するまでに行うことと、工事と並行し

て行う対策というふうに区分して、二つの欄に書いてございます。 

 そして、一番右端の欄のモニタリング計画ですが、これは専門家の御指導を得て、これか

ら策定するという段階でございますが、その中で特に重点的にモニタリングしていくという

ものを、お手元の資料に青書きで書いてございます。一般的な工事でも行うような調査はも

ちろん行いますけれど、この地域の特徴にあわせて特に見ていこうというものを重点項目と

して、青い文字で書いてあります。 

 次に、具体的に御説明にまいりますと、まず大気質として騒音、振動です。これは、工事

用車両の通行によって、どれだけ騒音なり振動が変わってくるかというようなことを予測し

たものです。 

 現況の調査としまして、工事用車両の走るルートに沿って騒音と振動をまず現地で測定し

ております。そして影響予測では、工事の最盛期にかかる際に、どれだけの車両通行が見込

まれるかという情報をもとにしまして、音の伝搬理論の予測式に当てはめまして、どんな騒

音のレベルになるのかというのを予測してございます。 

 影響の程度を評価したのは次の欄ですが、予測値と現況との差を比べますと、比較的小さ

く、かつ環境基準として必要なレベルを下回っているという結論が得られました。したがっ

て、特段の対策は不要であるという結論を得た上で、配慮としまして、工事用道路に面して

いる民家のところの、一部拡幅したところがございますので、そういうところには配慮とい

う意味で遮音壁を設けることとし、また、集落全体に対する配慮ですけれども、工事用車両

の速度制限、通常よりもかなりゆっくり走るというような配慮を行っております。 

 対策としましては、着手前に遮音壁を設けますし、工事中においては工事用車両の速度制

限を行い、当然ながら騒音とか振動なども実測していくというのが大気質に関してでござい

ました。 

 次に、水環境です。水環境は、下流の生態系への影響を見るというものですが、段階とし

まして、工事の期間中、そしてダム完成後という二つのステージに分けて検討しております。 

 ダム建設地点を含めます四つの地点において、濁度の指標として浮遊物資量（ＳＳ）の測
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定、窒素酸化物等の水質調査をまず現況を押さえるという調査をしております。 

 影響の予測ですが、工事期間中につきましては、濁りですとか、コンクリート工事を伴い

ますので、アルカリ排水の発生が見込まれる地点として、ダムサイト、土捨場を想定して、

工事の規模から想定して、濁りが発生する可能性、そしてアルカリ度が高い水が排水される

という可能性が予測されましたので、影響の評価の欄には、濁水及びアルカリ排水に対する

対策が必要であるという結論としております。具体的な対策は、濁水処理施設、プラントを

設けまして、濁りの沈降、中和等を行うということでございます。 

 ダム工事前にプラントなどを設置しまして、実施中は中和処理を行っていき、水質調査は

ずっと継続して行ってまいります。 

 次に、ダム完成後においての水質関係ですが、これは貯水池の濁りがどの程度続くのか、

あるいは貯水池で富栄養化が起きないかというような観点での検討を行っております。 

 一つ目は濁りでございますが、現況に比べてダム建設に伴って環境基準を超えるＳＳの濃

度が見られる日数が若干増える一方で、最大値は低下するという予測を行っています。 

 特段の対策を現時点で計画される必要があるかどうかという観点で見ますと、日数の変化

も若干であるということなどから不要と考えてございます。 

 次に、水温、富栄養化につきましては、現況に比べて水温が著しく低い水の放水可能性を

検討し、特に大きな変化はないということで、影響は小さいというふうに判断してございま

す。富栄養化の観点ですが、リンの流入負荷量から見まして、この貯水池において富栄養化

の可能性は高くはないというふうに評価しております。 

 どちらも特別な対策を行う必要はないという判断をしてございますが、完成以降も貯水池

の水質を測るというようなことで、様子を見ながら進めていくということになろうかと思っ

ております。 

 次に、生態系、生物への影響の方ですが、まず動物関係でございます。大きく陸上昆虫類、

哺乳類などと分けて検討してございますが、ここに対象種として例示しておりますのは、宮

崎県のレッドデータブックに記載が掲載されており、この対象地域、ダム周辺にも生息する

可能性があるというものです。 

 レッドデータブックの中では、どこにどういう種がいるかという情報は出さず、いるかも

しれないし、いないかもしれないというふうな情報でございますので、私どもは、レッドデ

ータブックの中に上げられたものが生存するかもしれないということを頭に置きながら、現
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地調査などを行っております。 

 文献ですとか現地調査から、この地域に生息する重要種を抽出して、その生息域がどのあ

たりであるか。そして、ダム建設によって、その生息環境はどう変わるかというような予測

を行っております。 

 現況調査は、通常の目撃法とかトラップ法などの方法をとっております。 

 影響予測につきましては、この生息域とダム、例えば、水没エリアを重ね合わせることに

よって、どの程度のインパクトがあるかというのを予測しています。 

 結果的に、陸上昆虫類の一部については、かなり生息地が大きく失われるという可能性が

あります。 

 その対策としましては、可能な限り樹木の伐採範囲を縮小する。可能な限りの道路路線が、

その地域を避けるというようなこと。重要種については移動すること。なお、移動してもそ

の種が残れるかどうかということもございますので、学術的な記録を行っていくことを行お

うとしております。 

 その他の動物につきましては、ダム建設の影響を受けないところにも棲んでおりますので、

特段の対策は不要と考え、その上で配慮としまして、例えば、道路工事のときに沢水が切れ

ないようにとか、小動物が移動できるようなルートを確保するとか、一般的に行っているよ

うな対策を行うこととしてございます。 

 次に、植物についてです。ここは先ほどの動物と同じような考え方で、レッドデータブッ

クより持ってきております。 

 現地現況調査を行いまして、ダムによって影響を受ける範囲との重ね合わせを行いました。

この点につきましては、重要種のすべてではございませんが、一部については影響があると

いうふうに考えましたので、対策方法としましては、伐採範囲を縮小するということ、そし

て路線計画を修正すること、あと道路の法面へ在来種を使用すること。また、植物の場合は

移植というものが比較的有効なことがあるとお聞きしておりまして、重要種の移植を行って

いくことといった対策を講じようとしております。 

 モニタリングにおきましては、移植後の活着状況ですとか、伐採後の林縁部における生育

状況を重点的にモニタリングすると、そういう考え方でございます。 

 次に、生態系全体として見たときの一つの指標であります上位性、典型性という二つに対

して検討を行っております。 
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 まず上位性としましては、この地域の最終捕食者となるクマタカが生存できる環境にある

のかどうかというのを見てございます。 

 調査方法は、鳥類一般の方法とダブっているところでございますが、結論的に申しますと、

工事区域から離れているので、ほとんど影響は受けないけれども、繁殖期には注意が必要だ

という専門家の御指導をいただいています。 

 対策方法としましては、工事実施中に、できるだけ脅かさないようにして、騒音も低く、

また色彩とか照明なども配慮していくというような対策を講じようとしております。 

 モニタリングとしましては、工事中の繁殖状況を見ていくということでございます。 

 次の典型性という観点で見た場合ですが、典型的なものは３類型というふうに抽出されま

した。それぞれがどのように影響を受けるかというふうに見ていったわけですが、結論的に

申しますと、消失する面積の割合は小さいので、特段の対策は必要ないだろうというふうな

結論でございます。 

 最後に、人の関係です。景観につきましては、眺望ですとか、見た感じが変化するかどう

かということを見て比較しております。土捨場に大量の土砂を捨てますので、その法面に対

して地域の植生に合わせた広葉樹を植栽するという対策を講じようとしております。その他

の大きな影響は見られないというふうに考えております。 

 人と自然のふれあい活動につきましても、現況との変化を見てまいりましたが、一部、ふ

れあいの場として現在使われている学校跡地が水没するというようなことがありまして、こ

れは場所を変えて、貯水池の上流に新たなふれあいの場を設けるというような方向で検討し

ております。これは地元、小林市といろいろ相談する中で、そのような対策をしようという

構想が考えているというものです。 

 以上、環境への配慮ということでございます。 

 

（加藤委員長） 

 どうもありがとうございました。 

 ただいまの御質問に対しまして、特に宿題を出していただきました小河原委員、御了解い

ただきましたでしょうか。 

 

（小河原委員） 



- 9 - 

 はい、どうもありがとうございました。非常に詳しく説明していただきましたので、よく

理解できたと思っています。 

 今後の希望としては、先ほどのクマタカのところでもおっしゃっていましたけれども、モ

ニタリングですよね。特にまだこれからも工事が続くわけですから、工事中にどういった繁

殖状況の変化が起こるかとか、そういうことを機敏に対応していただければいいのかなとい

うふうに思いますね。ありがとうございます。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。 

 ほかの委員の先生方、何かございませんでしょうか。今の御説明だけではなくて、西諸地

区全体についてでも結構ですけれども。 

 

（村田委員） 

 先日配っていただきました資料の中で、おそらくワープロのミスではないかと思いますが、

確認したい部分があります。例えば、１ページ目に評価項目というところがあって、評価項

目の社会経済情勢の変化の(3)で「一次産業は平成７年の億円から」となっているのですが、

これは58億円減少しているということですから、恐らく「292」という数字が抜けているので

はないかと思います。 

 

（加藤委員長） 

 よろしいですか。 

 

（西諸農業水利事業所長） 

 はい、それは抜けておりました。 

 

（村田委員） 

 それともう一点が、３ページの評価項目のところで効果項目の四つ目ですかね。「散水機

具設置等による増加労働」と書いてあるんですけれども、この意味はどういう意味なのでし

ょうか。 
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（加藤委員長） 

 よろしいですか。 

 

（西諸農業水利事業所長） 

 ２点目の場所をもう一度済みません。 

 

（村田委員） 

 ３ページの評価項目の中の費用対効果分析の基礎となる要因の変化と書いてあるところの

２番目ですね。効果項目のところで、効果項目の上から４行目、「散水機具設置等による増

加労働」となっているところが、理解しにくいので、質問したのですが。 

 

（西諸農業水利事業所長） 

 まず、２点目の方から先に御説明申し上げます。 

 従来、当地では畑地かんがいということをやっておりませんでした。天水を待つようなこ

とだったんですが、新たにかんがい農業をやり始めようとすれば、それなりの管理の労力、

手間もかかるという意味でございます。ちょっと言葉として、読み取れないというのは御指

摘のとおりでありますが、散水機具を使った営農を行うために必要となる労働分と、そうい

う意味で書いてございます。 

 

（農村計画部事業計画課長） 

 この場合の効果としては、マイナスの方の効果ですね。営農経費節減効果はプラスもマイ

ナスもあります。かんがい施設の整備をして新たにかんがいを行えば、維持管理とか運転の

コストがかかる部分もあります。それはマイナスとして計上されます。これなんかその例だ

と思います。 

 

（村田委員） 

 増加労働という…… 
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（農村計画部事業計画課長） 

 はい。効果といいながら「増加労働」なので、ちょっとわかりにくい部分があるかもわか

りませんけど、ここはマイナスとなる部分でございます。 

 

（加藤委員長） 

 村田先生、もしそこをわかりやすく、何か文案があったら教えてくださるといいんですが。 

 

（村田委員） 

 あまり聞きなれない文言だったものですから、これはどういった意味かなと思って。特に

効果項目のところに書いてあったものですから、マイナスのことは余り考えていませんでし

た。 

 

（農村計画部事業計画課長） 

 用語として、やはり決まりといいますか、通常こういう使い方をしておりますので、それ

に準じております。 

 

（加藤委員長） 

 あるんですね。はい、わかりました。 

 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 

 もう一点、１番の方は。 

 

（西諸農業水利事業所長） 

 はい。ここはミスプリントになっています。本来「292」という数字が入るところでござい

ました。292億円から58億円低下して、234億円になっているということでございます。失礼

いたしました。 

 

（加藤委員長） 

 よろしいでしょうか。どうもありがとうございました。 
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（籾井委員） 

 １点よろしいでしょうか。 

 

（加藤委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（籾井委員） 

 スライドの５番目の水環境のところのモニタリング計画のところなんですが、ダム完成後

の貯水池水質のモニタリングを計画しているということで、この事業としてあらかじめ取り

組むということで、非常に評価できると思うんですが、１点確認したいんですが、平成25年

以降もこういうふうな取り組みはやっていくと理解してよろしいでしょうか。 

 

（西諸農業水利事業所長） 

 ダムをつくった後の計測する項目の一つに、水質を考えようとしております。その時点で、

当初想定したような状況と異なることになれば、また対策を考えていくことになろうと思っ

ております。観測項目の数、あるいは程度などは、実際にダムに水をためながら確定してい

くというようなことになろうと思っております。これは重点的な項目ではございませんが、

モニタリングの中でこういう計測は行っていく予定でございます。 

 

（加藤委員長） 

 継続して行うということでよろしいですね。どうもありがとうございました。 

 私、不手際で申しわけありません。本日、一応16時を予定しておりますので、皆さん方の

御協力をいただければと思っております。 

 それでは、西諸地区につきましては、非常に環境保全対策として具体的に、緻密に検討し

ていただいておるということ、それからモニタリングがなされて、これからも検証されてい

くということのお話がございました。どうもありがとうございました。 

 それでは続きまして、曽於北部地区につきましてでございますけれども、この地区は特に

宿題ということはございませんでした。ただ一つ、事務局から皆さん方の委員の先生方に、

資料の差しかえをお願いしますということで送ってきたと思いますが、それについては何か
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事務所側から御説明ございますか。 

 

（事務局） 

 事務局からちょっと御説明させていただきます。 

 大変申しわけなかったんですが、前回の委員会の資料なんですけれども、実はパワーポイ

ントの順番の方が間違っておりまして、ちょっとそれを修正したものを委員の先生方にお配

りをさせていただいているところでございます。大変申しわけありませんでした。 

 

（加藤委員長） 

 わかりました。ありがとうございました。 

 それでは、ほかの委員の先生方どうぞ。曽於北部地区につきまして、御質問、御意見ござ

いましたらよろしくお願いしたいと思います。大西先生、よろしいですか。 

 それでは、また後で戻っても構いませんので、一応曽於北部につきましては以上として、

次の地区に移らせていただきます。 

 続きまして、諫早干拓地区についてでございます。 

 ここでは、幾つかの宿題がございました。その資料も用意されているようでございますの

で、その順序に従って御説明をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

（整備部次長） 

 それでは、整備部次長の私の方から説明させていただきます。 

 前回の委員会におきまして、星子委員から平成13年の前回の再評価以降のノリ不作と有明

海の環境に関します検討経緯や国の対応につきまして御質問がありまして、口頭で御説明さ

せていただきましたけれども、きょうは資料の２として御用意しましたので、改めて資料で

お示ししながら、どのように取り組んできたかを御説明させていただきたいと思います。 

 まず１ページ、ここにノリ不作以降の調査等の経緯を、平成12年から18年までの年譜とい

う形でお示ししております。 

 左上の方に、平成13年度、ここが前回の再評価の時点でございます。ノリ不作という事態

を契機にしまして、農林水産省におきまして、平成13年３月に有識者等によります有明海ノ

リ不作等対策関係調査検討委員会、いわゆるノリ委員会を設けさせていただきました。この
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中で、干拓事業が有明海に与えたとされる諸事象の適否の検証をするための開門調査の意義

等につきまして検討いたしました。 

 その結果、右にお示ししますように、６項目の有明海環境変化の諸事象の適否の検証に関

しまして、開門調査の取り扱いについての委員会の見解を得ております。アンダーラインで

引いた記述がありますように、「常時全面開放を行い最大限の水位変動を実現するとすれば、

防災機能の維持、排水門の安全性に多大な困難が生じ、これらを克服するためには多くの経

費と年月を要すると見られる。」と。それから、「開門調査は有明海の環境変化の原因を探

求し、その回復の方策を探る総合的な調査の一環であって、排水門を開けること自体が目的

ではない。」と。 

 また、下にありますように、委員長の方からは、開門調査の実施そのものにつきましては

行政の判断にゆだねるとされたところでございます。 

 この見解を受けまして、農林水産省としましては、委員会の見解で示されました環境変化

の諸事象について検討を行うため、翌平成14年４月から、左下の方に書いていますように、

短期開門調査、干潟浄化機能調査及び流動解析等調査によりまして、有明海の環境変化の諸

事象について総合的に検討を行う開門総合調査を実施いたしました。 

 ２ページに、その概要を示しております。 

 左図が短期開門調査で、実際に排水門を開け、調整池の水位を－１ｍから－1.2ｍの範囲で

ゲートを操作しまして、約１カ月間海水を導入いたしました。このときに背後地の農地の排

水対策などを行いました。 

 潮流や潮位につきましては、このページの右図に示すとおり、コンピューター解析により

潮受堤防の有無による影響を検討といたしました。 

 これらのことから、干拓事業の影響はほぼ諫早湾内にとどまっているとの結果を得ており

ます。 

 １ページに戻っていただきまして、こうした開門総合調査の報告をもとに、開門調査のす

ぐ下に書いてございますけれども、中・長期開門調査の取り扱いを判断するための論点整理

を行うため、中・長期開門調査検討会議というのを設けまして、議論、検討を行っておりま

す。 

 済みません、３ページに飛んでいただきます。 

 そうしまして、この結果を踏まえまして、平成16年５月でございますけれども、この３ペ
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ージの左側に大臣発言と書いてございますが、中・長期開門調査を実施するのではなく、有

明海の再生のための調査、現地実証、調整池の水質改善対策等、早急に講じるという判断を

いたしました。 

 アンダーラインのところに書いてございますように、これは中・長期開門調査を実施する

場合には、漁業環境に被害を及ぼさないような対策に相当の費用と時間がかかること、それ

でも成果については必ずしも明らかではないとの結論に至ったためでございます。 

 農政局としましては、有明海の再生の取り組みといたしまして、再生のための要因解明の

調査を平成16年から18年にかけて実施しております。また、環境改善のための現地実証は水

産庁により実施されているところでございます。 

 これらは、諫早湾干拓事業とは別の枠組みで実施しております。調整池からの排水の改善

につきましては、これは事業に直結するものでございますので、事業の中で対応していると

ころでございます。 

 また、３ページの真ん中下ですが、平成14年に議員立法にて、有明海及び八代海を再生す

るための特別措置法、有明特措法が制定されましたが、この中では環境省に総合調査評価委

員会というのを設置いたしまして、関係省庁が行っております各種取り組みの評価をしてい

くことになっております。農水省で実施しますこの有明海再生の取り組みの成果につきまし

ても、この場に報告して行っているところでございます。 

 ４ページ、開けていただきます。 

 次に、有明海の再生に向けた取り組みについて御説明します。 

 左にあります有明海の環境変化につきまして、貧酸素現象、それから底質環境、赤潮、潮

流、二枚貝等の生息環境、それから水質など６項目につきまして調査を実施してきておりま

す。これとあわせまして、水産庁の方で海底の耕耘ですとか、海底に砂をまく覆砂といった

現地実証を実施しております。 

 また、右下に書いてありますように、こうした取り組みは漁業関係者の協力が欠かせない

ため、昨年７月に漁業関係者、それから県、それから県の水産試験場、それと農政局で意見

交換をする場といたしまして、有明海漁場環境改善連絡協議会といったものをつくりまして、

調査のための進め方ですとか、内容等を話し合い、決定しております。 

 ５ページでございます。 

 これまでの調査でわかったことをお示ししております。 
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 なお、各調査項目の調査位置は、右に示しているとおりでございます。有明海全域で行う

潮流と二枚貝生息環境調査以外につきましては、ごらんの地点、海域で実施しているところ

でございます。 

例えば、酸素飽和度が40％以下の、いわゆる海水に溶け込んでいる酸素の割合が40％未満

の貧酸素という状態になります貧酸素水塊は、有明海湾奥、それから諫早湾でそれぞれ独立

して発生し、有明海湾奥で発生した貧酸素水塊が潮の満ち引きによって次第に移動するとい

ったような現象がこれまでの調査で確認されております。 

 また、赤潮につきましては、平成16年度の冬場、平成17年度の夏場から冬場の観測では、

諫早湾においては大規模な赤潮の発生はございませんでした。以下、それぞれの調査につい

て、これまで解明されたことを記述しております。 

 以上、簡単でございますが、これまでの検討や取り組みの経緯をかいつまんで御説明いた

しました。 

 ところで、先ほど有明海再生の取り組みと本事業との位置づけに触れさせていただきまし

たが、前回、平成13年度の再評価では、ノリ不作にかかります対応を求められているといっ

た背景から種々議論があったところでございまして、これまで説明してきましたとおり、開

門調査の検討から有明海再生の取り組みに至るまでの対応は、事業とは別の枠組みで実施し

てきております。また、今先生方にこの再評価の御審議をいただいております事業計画につ

きましては、前回の再評価での御審議を踏まえ、第２回計画変更を実施したものでございま

して、今年に至った現在までの事業内容について御意見をいただくということでございます。 

 なお、第２回計画変更に際しましては、法手続の過程におきまして、長崎県とか協議を行

ったものでございまして、今回の再評価での県や市といった関係団体への意見照会につきま

しても同様に第２回計画変更後の内容について御意見を伺っております。 

 以上、これまでの経緯と再評価の取り扱いについて御説明いたしました。 

 よろしくお願いいたします。 

 

（加藤委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 では、これから議論していきましょうか。今、ノリの不作以降の調査等の経緯、開門総合

調査の結果と概要、中・長期開門調査の取り扱いに関する判断、それから有明海の再生に向
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けての新たな取り組み、さらに第２回の計画変更以降の取り組み等についての御説明がござ

いましたけれども、まず、星子先生、もし御意見がございましたらどうぞ。 

 

（星子委員） 

 きちんと取り組んでくださったことは、よくわかるんですが、取り組んだ結果、どうであ

ったかというようなこともお聞かせ願えるとうれしいかなと思っております。 

 それから、その経過途中に裁判も行われたことを報道で聞いておりますが、それがどのよ

うな状況であったかというのが２点目。 

 それと、今御報告があったように2001年３月の会議の際に、ノリの不作とか、二枚貝の減

少、そういったことが有明海の生態系の劣化を警告するものであるという専門家の強い御発

言があったと記憶しているんですが、今御報告いただいたものの中に、タイラギ等の文言が

出てまいりましたが、前回までのタイラギ等の状況と今回調査をなさった経緯、そしてノリ

等の生産量がどのような変化をたどったのか、それも教えていただけるといいのではないか

と思っております。 

 

（加藤委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 今三つほど改めて御質問出てきましたけれども、よろしいでしょうか。まず、取り組みに

対する成果、実際にされたことに対する成果ですね。それから、裁判がありましたが、それ

に対してはどうだったか。それから３番目としまして、タイラギ、あるいはノリの生産等の

状況は2001年以降どうだったのかということですが、ご説明いただけますか。 

 

（整備部長） 

 申しわけございません。一番最初の成果という意味なんですけれども、調査したことの成

果ということではなくて…… 

 

（星子委員） 

 ええ、どういう判断結果が出たかということです。 
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（整備部長） 

 それぞれ今経緯を申し上げましたけれども、例えば、ノリ不作等第三者委員会、ノリ不作

に関する平成13年度の委員会、ここらで先ほど次長の方から説明をいたしましたけれども、

この表の中にございますとおり、この中では、いわゆる開門調査を行うことによってどうい

うことがわかるのかというような議論もされて、先ほど話は出ておりませんでしたけれども、

現実的な第１段階としては２カ月程度の開門調査をまず考えたい、次の段階として半年程度

の開門調査を行い、さらにそれらの結果の検討を踏まえて数年後開門調査へと進むことが望

まれるというような見解がノリ不作等第三者委員会で出されました。 

 先ほども申し上げましたけれども、そのときの委員長の御発言の中では、この実施に当た

っては行政の判断に任せるという話がございましたので、この結果を踏まえまして、実際や

る場合にいろんな問題が生じないだろうか、実施した場合には何がわかるのだろうかという

ことを再度詳細に検討しましたのが開門総合調査であり、それから実施に当たっての取り扱

いの判断ということで、中・長期開門調査の検討会議をいたしました。 

 この開門総合調査においては、今先ほど申しましたとおり、どの範囲にいわゆる潮受堤防

の影響があるか、流速の変化等につきましては、これはほぼ諫早湾内にとどまっているとい

うことを確認しております。それから、それを受けまして、中・長期開門調査検討会議にお

いてはどういうことがわかるのかというようなこと、それは先ほども申し上げましたけれど

も、中・長期開門調査を実施した場合には非常に時間がかかる、あるいは実施してもどのよ

うなことがわかるのかというのが明確ではないというようなことを受けまして、農林水産省

としての最終判断ということで、平成16年５月11日、一昨年でございますが、最終的な判断

をしまして、それでどういう取り組みをしようかということで環境変化の仕組みの解明の調

査、これは有明海の調査、それから環境改善のための現地実証ということで、有明海におけ

る覆砂とか、そういうようなものを行って、また、調整池の排水の抜本的な改善ということ

で、それはまた後ほどお話をしたいと思っておりますが、そういう対策を講じてきておりま

す。 

 それで、先ほども説明をしておりましたけれども、調査の結果として、有明海の中の調査

としまして、いわゆる貧酸素というのは湾奥、それと諫早湾で別個に貧酸素の状況が生じて

いるという結果がわかっております。 

 また、潮流については、まだいろんな御意見もありますけれども、私どもとしては、潮流
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の変化というのも湾内にとどまっていると認識しております。 

 それから、二枚貝類等の生息環境とは、先ほどタイラギの話が出ましたけれども、タイラ

ギにつきまして、実は成貝が急にいなくなるという現象があって、それは何だろうというこ

とで、どうもナルトビエイの影響ではないかということで、ナルトビエイを捕まえまして、

胃の内容物等を調べております。そういう結果、胃の内容物のすべてが貝類であるというよ

うなこともわかっております。そういう一つ一つの調査から有明海の状況を今解明しようと

している形で取り組んでいるところでございます。これはどうしても有明海全体の話でござ

いますので、農林水産省、私どもの関係だけではできませんので、水産庁、それから国土交

通省、環境省、文部科学省の全体の取り組みとして、いわゆる底質の調査、潮流の調査、赤

潮とか、分担しながら行っております。これを取りまとめるところとしましては、有明海特

措法に基づき設置されている総合調査評価委員会というのが環境省にあります。これは実は

昨日もやっておりまして、私どもの実施しました成果につきまして報告をしているところで

ございます。 

 そのようなことで、少しずつ前回の再評価の後から今のような取り組みをさせていただき

まして、有明海再生に向けて取り組んでいるところでございます。 

 

（星子委員） 

 それはすごくよくわかったんですが、例えば、今の資料の中で潮流の変化のところ等のコ

ンピューターの解析図ございますね。そして、これは湾内の変化だけにとどまっているよう

だという御報告もございました。でも、見てみますと、やはり間違いなく湾内は変化してい

るわけで、この変化しているところでどういうことが結果として出てきているかということ

が調査の中で分かったかということ。それから、貧酸素についても湾奥がそういうふうな状

況になっていると、状況結果がどうなったのか、何も影響がなかったのか、あったのか、お

聞かせ願えればいいと思ったところです。 

 

（整備部長） 

 当然、湾内につきましては、潮受堤防をつくっておりますので、潮受堤防に近づけば近づ

くほど流速が落ちております。そういう現象が起こっております。潮受堤防に近い部分につ

きましては、貧酸素状況というのは見受けられます。ここで示しておりますとおり、青い部



- 20 - 

分につきましてはそういう貧酸素が生じている状況が見受けられます。ただ、これが以前か

らあったものなのか、潮受堤防ができて生じているのかというのは非常にわかりにくい、そ

こまでちょっとわからないところでございますが、いずれにしても、有明海の湾奥でも別個

に発生しております。現状としては、コンピューターで解析した予測どおり、流動につきま

しても落ちております。また、底質とかそういうようなものを調査しております。後でまた

お話をしたいと思いますが、いわゆる調整池の外の諫早湾の水質がどうなのかというような

ことも調査をしております。 

 生態的に大きく変わったかどうかというところにつきましては、いろんなお考えが出てお

りますけれども、私どもが認識しておりますところでは、諫早湾内においても底生生物とか、

そういうものはそんなに大きく変わっていないのではないかというふうに思います。これは

さまざまな御意見があります。この内容等につきましては、環境省で行っております総合調

査評価委員会の中等でも御議論をいただいているという状況でございます。 

 

（加藤委員長） 

 星子委員と、それから部長とのやりとりで少し温度差があるような感じがするんですけど、

最後に御質問をいただきました、いわゆる二枚貝、あるいはノリの生産高に対してどのよう

な変化があったか。そして、それがもし諫早湾干拓工事において何か影響があるとすれば、

それに対してどういうお考えなのかということが本当は星子委員としてはお知りになりたい

んだろうと思うんですね。ですから、第３番目で出てきました質問のノリ及び二枚貝等の生

産状況はどうであったかということを先にお示しいただいた方がいいかと思いますけれども、

それはすぐ出ますか。 

 

（整備部事業管理調整官） 

 事業管理調整官の今永でございます。私の方から有明海の漁獲量の推移について説明をさ

せていただきます。 

【パワーポイントにより説明】 

 この資料は、ノリを除く有明海の漁獲量の表でございます。この中に諫早湾の工事着工の

年、それから、潮受堤防で締め切った年を示してございます。これを見てみますと、昭和50

年代の中ごろから減少傾向にあるということが言えると思います。 
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 これは有明海の４県のノリの共販の枚数をあらわしたグラフでございます。これにつきま

しては、平成12年度のノリ不作の年を外しますと、大体右肩上がりで推移をしてきていると

いうことがわかります。 

 それから、タイラギでございますけれども、タイラギにつきましてはごらんのとおりに、

増減を繰り返しながら推移をしているという状況でございます。 

 以上でございます。 

 

（加藤委員長） 

 今、漁獲高についての御報告をいただきました。それをもとにして、先ほどの部長さんか

らの御説明をもう一度していただくとおわかりいただきやすいのかなという感じはするんで

すが。 

 

（整備部長） 

 非常に有明再生というのは難しい、先ほど申し上げました環境省の総合評価委員会でもそ

の辺のところの因果関係だとか、それから、漁獲量の状況等でいろいろ御審議をいただいて

いるところでございます。例えば、タイラギにつきましても、どういうことでタイラギがい

なくなったのかということは、実は委員会でも明確になっておりませんし、今現在でもはっ

きりした結果が得られておりません。ただ、やはり地道なこのような調査を続けることによ

って、そのようなことを解明していこうということに取り組んでいるという状況でございま

す。 

【パワーポイントにより説明】 

 先ほども申し上げましたタイラギ漁獲量につきましては、先ほど表に出しておりますけれ

ども、ここが工事着工でございます。それから、潮受堤防の締切りでございます。例えば、

この結果を見てどうかといういろんな推測はできるかと思いますけれども、当然、この間に

はいろんな事象もあっておりまして、いずれにしても、直接的にこの事業によってタイラギ

がどうなっているのかというのは基本的に環境省の総合評価の中でも特にその辺のところの

議論にまでは至っていないという状況です。 

 それから、ちょっともとに戻してもらって、ノリの方があったと思います。先ほどわかり

にくかったかと思いますけれども、工事着工がここでございます。それから、締切りが平成
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９年でございます。それで、ノリ不作が、平成12年、ここで大不作が起こっています。それ

で、全体としては漁業者の方々の努力もあって右肩上がりということで、昨年は共販枚数と

しては一番多かったという状況になっております。 

 それから、漁獲の方ですけれども、これも魚種によっていろいろ違っていると思うんです

けれども、やはり全体的にはずっと右に下がってきているという状況です。 

 それと、工事着工と潮受堤防締切りですが、実は潮流に大きな変化を与えたと言われてい

ますのは締切りです。それまでは開いていましたので、一気に締め切っておりますので、流

速とか周りに影響を与えたのは、こことここで随分違っておりまして、そのような意味でど

う評価するのかということだろうと思いますが、これはもう我が方の主張でございますが、

昭和50年代から全体として下降状況になっているということを主張させていただいていると

いうところでございます。 

 それから、裁判関係のお話もありましたので、それも御説明させていただきます。 

 

（整備部農地整備課長） 

 それでは、裁判の状況について、こちらの表で御説明させていただきたいと思います。 

【パワーポイントにより説明】 

 ここにありますように、５件載せております。このほかに１本ありまして、長崎地裁にお

いて現在、違法な事業として国及び県知事に対して長崎県の負担額の返還といった、公金の

差し止めを求めた公金裁判というのもございます。 

 まず左側ですが、佐賀本訴裁判と呼んでおりますものでございますが、これは工事を続行

すれば有明海の再生が不可能となるということから干拓工事の差し止めを求めるという裁判

でして、平成14年11月に提訴されております。これは現在も継続中です。 

 それから、同じくこれに係りまして工事差し止めをするという仮処分がございます。同じ

日に提訴されておりまして、これにつきましては平成16年８月26日、佐賀地裁において仮処

分の決定ということで原告の申立てを支持するとなっています。これによりまして工事が中

断をするに至っています。 

 翌年、福岡高裁では、この佐賀地裁の決定を取り消すとの判断が下っておりまして、この

間９カ月間止まっております。 

 さらに控訴されまして、抗告されまして、最高裁まで行きましたが、平成17年９月30日に
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最高裁は福岡高裁の決定を支持するということで原告棄却との判断になっています。 

 それから、一つ飛んで、公害等調整委員会でございますけれども、これは専門委員の先生

も含めまして原因の裁定をするという申請がされております。これは平成15年４月16日でし

て、この結果、平成17年８月31日に原因裁定がされておりまして、申請棄却ということにな

っております。 

 それから、真ん中にありますけれども、それ以後、佐賀の開門調査等仮処分ということで、

昨年10月に常時開門と開門調査、それから、事業の凍結を求める仮処分というのが新たに提

訴されておりまして、現在係争中となっております。 

 最後になりましたが、福岡行政裁判、福岡地裁の方に、少なくとも四季を通じた開門調査

を国が実施しないことは違法であるということの確認と、その調査の実施を求めた、行政訴

訟も含めた裁判が提訴されております。これが今年１月です。途中、補助参加というのがご

ざいますけれども、現在係争中という状態になっております。 

 以上です。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。 

 まず、先ほどの星子委員の御質問の中の１番につきまして、それぞれ調査された対策、総

合調査の結果ですね、それについてどういうふうな効果がもたらされたのか、それにつきま

して、その漁獲高ということについて、あわせて御説明がございました。 

 事務当局としては、漁獲高についてはともかく工事着工前から一つの減少傾向にあるので

はないかということで、その締め切った途端に悪くなったというふうな解釈が難しいという

判断だったようでございます。ここにつきましては、先ほど部長からもございましたが、い

ろんな御意見があるということは我々も承知しているところでございますけれども。 

 よろしいですか。今の御説明に対しまして御質問ございましたらどうぞ。──よろしいで

しょうか。では、とりあえずこの裁判と、それから、ノリ不作以降の対策につきましてはこ

こまでとさせていただきまして、引き続き、籾井委員から宿題となっておりました調整池の

水質について御説明をお願いしたいと思います。 

 

（整備部次長） 
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 私の方から、調整池の水質及び水質保全対策等について御説明させていただきます。 

 私どもとしましては、事業実施に当たりまして、潮受堤防の内外について環境モニタリン

グを行いながら水質を把握してきております。 

 配布資料の７ページでございますが、ここに「諫早湾干拓調整池の水質」ということで掲

げさせております。これは前回、口頭で御説明したものでございますが、グラフを見ていた

だきますように、平成９年から18年までのＣＯＤ、それから、全窒素、全燐の変動を示した

グラフでございます。 

 現在の水質は、気象条件等によって変動しておりますけれども、おおむねＣＯＤで５ない

し10、若干15とかありますけれども、それから、全窒素で0.5から2.0㎎／ℓ、全燐で0.1から0.

4㎎／ℓという形で推移しております。 

 なお、湖沼の水質環境基準をもとに目標数値を設定しておりまして、ＣＯＤでは５㎎／ℓ、

全窒素で１㎎／ℓ、全燐で0.1㎎／ℓとなっております。 

 次の８ページから10ページにかけまして、それでは今度は潮受堤防の外側ではどうかとい

うことで、10ページに水質調査地点を示しておりますが、Ｂ３が諫早湾の湾央、それから、

Ｂ６が湾口、この２カ所について、８ページ、９ページに水質変動のグラフを掲げてござい

ます。これを見ますと、締切り前後で特に今変化は見られていないというふうに解釈してお

ります。 

 また、先日の先生方の現地視察の際に、干拓地の試験圃場での営農試験におけます栽培状

況をごらんになっていただきましたけれども、ここでは調整池の淡水をかんがい用水として

そのまま利用しておりまして、作物の生育に十分な成果を得ていることから、かんがい用水

として問題はないのではないかということを確認しております。 

 それから、調整池の水質につきましては、平成14年の第２回計画変更に当たりまして、九

州農政局に設置しました調整池等水質委員会、これの先生方の助言を得ながら、事業で取り

組む水質保全対策、あるいは流域におけます生活排水対策等の整備を初めとしました水質保

全対策といったものを実施しているところであります。 

 その辺は11ページに体系図という形で掲げておりますが、 

【パワーポイントにより説明】 

 事業によります水質保全対策としまして、潜堤、それから、ヨシの進出工、それから、浄

水場発生土によります燐の除去といったような対策を実施しますとともに、それから、背後
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地におきましては大きく三つ掲げてございますけれども、こういった流入負荷削減の対策と

しまして、県とか地元、関係機関と連携しまして、各種の対策の推進によります水質改善に

努めて目標数値の達成に向けた取り組みを今進めているところでございます。 

 以上簡単ですが、御説明といたします。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。 

 今、現在の水質のデータについての状況ですね、それから、締切り前後での堤防の内と外

での水質の様子、それから、調整池の水は営農に利用しているということ、その結果、営農

については問題がなかったこと。それから、流域対策について、あるいは調整池の中でなさ

れております潜堤とかヨシの栽培とか、あるいは浄水場の排土を利用した燐の除去方法等の

対策を講じられているということの説明がございましたけれども、籾井委員、何か御意見、

御質問ございましたら、どうぞ。 

 

（籾井委員） 

 水質の現状とその取り組みについて、きょう御説明いただいて理解することができました。 

 それで、私がこの水質問題を取り上げたのは、この土地改良事業において農業用水として

の水資源、淡水資源を調整池でつくり上げたこと、あくまでも土地改良事業としてつくり上

げて、それを農業用として使っていくと。 

 そこで、その調整池の水質が行政が掲げた目標である水質基準をきょう御説明いただきま

した水質の資料にいたしましても、満たしていないと読み取ることができます。湾外のこと

を私は言っているわけではなくて、農業用水資源としての調整池の水質が掲げた目標値を達

していないという点で、その点を質問したわけです。それで、非常に難しい問題、これは農

地が半減したことを裏返せば、調整池の面積が広がったということもかかわってくると思い

ますが、私はできれば、事業としても今後これをフォローアップしていくことが非常に重要

ではないかと思っております。また、水質委員会は別委員会として検討されているというこ

とも必要なことだと思います。 

 今後、何らかの形で適切な措置をしていくこと、今日くしくも大臣の平成16年の発言が出

てきている一番最後の方にもやはり「調整池の水質改善対策を早急に講じること」というこ
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とが述べられておりますように、やはり土地改良事業として、農業用水資源としては重要な

ことだと考えますので、その点よろしく御検討いただければと思います。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。 

 営農では使われているという事実はあるんだけれども、一つ目標として掲げられている水

質基準にはまだ満たしていないのではないかと。ただ、これも先ほど籾井委員からございま

したけれども、実際には水質委員会というのが設置されているようでございまして、そこで

鋭意検討されているということも聞いておりますので、その結果を我々としても注目したい

というふうに思っております。ほかにございませんでしょうか。もしコメントございました

ら、事務局どうぞ。 

 

（整備部次長） 

 どうも御意見ありがとうございました。 

 現在の調整池の水質につきましては、本明川ですとか、流域から来るいろんな河川等が調

整池に流れ込んでいるわけですけれども、そういった調整池に流入する河川の水質といった

ものを反映しているところがありますので、事業の中だけの、調整池の中だけの巻き上げ防

止対策とか、それだけではちょっと足りないという部分がある関係で、先ほど体系で示しま

したように、背後地の面源負荷を軽減していくということで、これは地域の住民の方々の協

力も絶対欠かせないものですから、事業の中だけで一生懸命汗をかくということが無理な部

分がございますので、県と諫早市、こういったところとの働きかけを通じて、生活排水の負

荷の改善、流入の改善、それから、工場等もあります。それから、いろんな下水関係の処理、

こういったものもあわせて改善していかなければならないということで今一生懸命関係者と

あわせて取り組んでいるところですので、ここら辺もまた水質委員会等に御相談しながら取

り組んでいきたいと思っております。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。 

 確かにそうですね。流入負荷量の減少もあわせて考えていただかなくてはならない。これ
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にはいわゆる下水の整備ということも関係してくるわけでございますので、関係市町村との

かかわりもあるということになると思いますが、そういう努力を鋭意していただきたいと思

います。 

 調整池の水質関係につきましては、ほかによろしゅうございますでしょうか。──ありが

とうございました。なければ、では今の宿題の部分を除きました形で、諫早地区について御

意見、御質問ございましたら、どうぞお願いします。 

 

（大西委員） 

 すべて終わったですか。 

 

（加藤委員長） 

 今の二つの事項について、もし関係がありましたら。 

 

（大西委員） 

 いやいや、まだ宿題が残っているのであれば。 

 

（加藤委員長） 

 一応その二つでした。 

 

（大西委員） 

 ああ、そうですか。じゃあいいですか。 

 

（加藤委員長） 

 はい、お願いします。 

 

（大西委員） 

 私前回、ちょっと出席できなくって、加藤委員長の方から少し問題提起をしていただいて

いますが、非常に素朴な、だれでも感じる問題についてお尋ねしたかったんです。 

 それは、この諫早干拓をするということの意味が何であったのかと、本来の目的ですね。



- 28 - 

これはもう言わずと知れた、やはり農地がないと。だから農地をもっと本格的につくってほ

しいという要望と、もう一つは防災機能、まあほかにもあろうと思いますが、非常に端的に

言えばそこだったんだろうと思いますね。それでいろんな外部への影響等々があって、見直

すことになったと。それがいきなり半分になったということが、私にはよくわからないんで

す。どういう根拠で、なぜそうなったのかということですね。 

 この前の御説明では、その半分にしたからこっちのことをいろいろやったという、御説明

が何か書かれていましたけどね、なぜ半分にしたのかということについて、ぜひ差し支えな

い範囲で教えていただきたい。 

 

（加藤委員長） 

 まず、では、今の御質問に対しまして、よろしくお願いします。 

 

（整備部次長） 

 大西委員の御疑問、ごもっともだと思います。 

 これは前回、平成13年の再評価時、再評価していただいた対象面積は、干陸面積で1,654

ヘクタールございました。これが、前回の再評価での答申を受けた形での第２回計画変更を

受けまして、816ヘクタールと、ほぼ半減、今おっしゃったように２分の１になったわけです。 

 ５年前の再評価におきまして、いろいろ御審議いただいたわけですけれども、第三者の先

生方からのまとめにおけます意見としまして、まず事業を見直しなさいと。いわゆる土地改

良法改正の趣旨を踏まえて、環境への真摯かつ一層の配慮を条件に、まず事業を減らしなさ

いと、今のままの事業ではまずいですよと。 

 それから、ある程度期間がかかっておりますので、その間の社会経済情勢の変動、こうい

う激しい今日において、諸般の事情を含めて、事業にちょっと時間がかかり過ぎると。もう

少しちゃんと早く終わる必要があるのではないか、ここはもっと叡智を尽くして取り組む必

要があるということで、厳しい答申をいただいたわけでございまして、非常に重い答申であ

ると受けとめています。 

 この答申を受けまして、先ほど先生も触れていただきましたが、防災機能というのが一つ

の目的でございます。これを失うことは、事業の本来の目的を失いますので、まず、この防

災機能を十全に発揮する必要がある。それから、平成13年までに、ある程度もう干拓地でき
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上がっておる部分につきましては、とにかく早く仕上げて、農地としての営農効果を発揮す

るように、概成しつつある土地の早期利用といったものはもう待ったなしだと。 

 それから、先ほど答申の中でも出てきましたように、環境への配慮といったものが、それ

までの事業で、特に考慮していなかったわけではありませんけれども、もっと配慮する必要

があるだろうと。それと、一番大きなのは事業期間の厳守。いわゆる平成13年度の再評価に

かけました第１回計画変更後の事業計画、これでは、平成18年度が事業完了ということにな

っているわけですけれども、今申し上げた四つのポイントの観点から、果たして今のままの

事業で進めていっていいのかどうか。もちろん、先ほど触れましたように、再評価の委員の

方からは、とにかく早くその事業を終わらせるということと、それに向けて事業の見直しな

さいということがありましたので、今言いましたような四つの観点から、総合的にいろいろ

検討をしたと。いろいろ効果がどうなるかとか、あるいは先生おっしゃったように、農地を

減らしていって、本当に干拓地としての意味を成すのだろうか、そういったこともいろいろ

検討しました。 

 この結果としまして、ちょうどその平成13年の再評価に掲げました事業計画というのは、

平成11年12月に決定しました第１回計画変更の事業計画の中身でございます。この中身のま

ま、さっき言いました1,654ヘクタール、これをすべて干陸化をするという形で事業推進を図

った場合に、平成13年度、残り工期が５年ということを考えて、残っている面積をいろいろ

考えたときに、実は、まだ相当年数を要するといったようなことも検討の中で出てまいりま

して、どうも平成18年度完了が非常に困難だと。これは、第三者委員会から答申された事業

遂行に時間がかかり過ぎるため、早く終わるべきだということの答申に対して、答えを出せ

ないことになってしまうという点があるわけです。それと裏腹の関係で、当然、早期の効果

発現が見込めないといったような、非常に大きな問題が出てきたということで、この辺につ

きまして、非常に農水省の内部としては苦しんだわけですけれども、事業規模の縮小を含め

た事業の見直しにつきまして、長崎県とも協議を行っております。 

 これは、県の方からの協議の過程で、早期完了を優先すべきといったようなことの意向も

当然ございました。もう一つは、その営農に伴う効果というのは、一方で干陸化面積が減る

わけですから、これはもう減少するということは、非常につらい部分があるわけですけれど

も、やはり早期の工事完了と早期の土地利用を優先するということを最終的に判断したわけ

でございます。 
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 この判断に基づきまして、当時、既に調整池の管理水位、－１ｍの管理で、自然干陸化し

ておりました西工区の部分、これについては、除塩ですとか暗渠、そういった農地整備を鋭

意進めまして、当地の早期利用を図りましょうと。一部手をつけていました東工区、これは、

実は大規模な水中工事を伴うということで、干陸化まで工期をいろいろ検討しますと、非常

に平成18年というのは厳しいということで、これは事業計画から見直すというか、落としま

して、干陸を取りやめたというのが正直なところの検討経緯であり、結果として農地を半分

にせざるを得なかったということの判断ということであります。 

 

（加藤委員長） 

 ちょっとその前に、先ほどの西工区・東工区の図はありますか。 

 西工区・東工区といわれましても、よくわからないのですが。 

 

（整備部長） 

【パワーポイントにより説明】 

 変更前の計画ですけれども、今この潜堤がある、こういう形で全体がございます。一部、

こちらは中央干拓地、こちらは小江干拓地と言っています。これもこちらの分がありました。 

 それで、今話をしましたけれども、実は、再評価を受けていたときにはノリ不作があった

年でして、それで、２月の下旬から、いわゆるノリ不作に端を発して抗議行動が起こって、

工事が中断しているという状況がずっと続いておりました。先ほど申し上げましたとおり、

ノリ不作等第三者委員会においては、いわゆる開門調査について話し合いがなされていたと

いう背景がございます。 

 その中にあって、ここはほぼ－１ｍでして、－１ｍは平成９年に締め切ってから干陸をし

ていたところでございます。 

 それと、小江工区につきましては、潮受堤防で出ました土を入れまして、標高が高くなっ

てございます。 

 したがいまして、既にこちらは高くなっているということと、それから、こちらについて

は－１ｍ以上のところでございますので、もう既に平成９年から陸地化していたということ

で、既に平成12年には試験ほ場とかをつくって実施をしておりました。 

 そういう中にあって、今後どう転換されるかわかりませんけど、ここに開門調査が行われ
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れば、潮も入ってくるというような背景もございました。 

 そうしますと、例えば、こちらはかなり自然の状況で、塩分濃度なんかも下がっておりま

したけれども、場合によっては、こちらは潮が入ってくるという可能性もあって、そうなり

ますと、既に抗議行動も起こって、いつまで工事が止まるかというのもわからない状況で、

そういう中にあって、早く効果を発揮すべきだというような第三者委員会の、この再評価委

員会の答申の中にもありましたけれども、そういう時代背景がございます。 

 それで、その結果として、もう今後、ここの干陸する部分につきましては取りやめて、い

わゆる今干陸している部分をきちんと早くやることによって、効果を発揮していきたいとい

うことでございまして、そういう意味で、今干陸している部分を完成することとし、そうい

うことで、結果としてこちらの部分を取りやめて、平成18年度までに完成することとしまし

た。また長崎県からは、まず工事を再開してほしい、それから工期は守ってほしい、長引い

てしまったら、工事の影響等も続くわけだから、早く終わることも必要ではないかというよ

うな意見もあり、総合的な判断に基づきまして、農地を半減したという経緯でございます。 

 大西先生おっしゃる理論的という部分に少し欠けるかもしれませんけれども、実態として

は、やはり現在出ている、干陸化している農地を有効に活用し、早く工事を完了させたいと

いうことで、計画変更を行ったということでございます。 

 

（加藤委員長） 

 はい、どうぞ。 

 

（大西委員） 

 いや、私は何が正解かというのは全然わからないんです。ただ、非常に素朴に、国家投資

をやるわけですからね、これだけの合理的だと言われていた計画が一挙に半減したというこ

との背景は、どなたも知る必要があるといいますか、知らせられる必要があるし、説明をき

ちっとやっていただきたいということが強い希望なんですね。 

 今のお話だと、諸般の事情、とりわけ先ほどの御説明では、四つの大きなファクターがあ

って、結果的には、どうやら工期を最短で、要するに計画どおりにやるということの方を、

後で議論になると思いますが、その投資効果が１を割ってでも、そちらへ踏み切るという要

素ですよね。これは非常にてんびんにかけたとき、どちらがどうなのかというのは苦慮され
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たはずだと思います。 

 それから、もう一つは、物理的に干陸した部分が、たまたまうまくそこで囲い込めば、傷

つかないで事業も早くできるというふうなお話で、それが結果的にたまたま半分だったとい

う、そう理解したらいいんですか。 

 

（整備部長） 

 そうです。干陸しているところ、実は多分、再評価委員会の中でも、先生方の中で御議論

をしていただいていたと思いますが、今干陸化しているところを早期に活用してはどうかと

いうような御意見も当時出ておりまして、そのような意味で、干陸化しているところを囲い

込み、事業完了すべきだということで、結果として半分になったということでございます。 

 

（大西委員） 

 それはですね、先ほど籾井先生からも出ていましたけど、その調整池の水質の悪くなるフ

ァクターが減りますよね。要するに、いろいろな可能性として、そのプラスマイナスですか

ら、調整機能の量と面積がふえるということは、環境にも多いに結構だというのは容易に推

論できるわけですが、そういうこともファクターの中に入っていたんでしょうか。 

 

（加藤委員長） 

 意味わかりますね、結局、干陸地が減るということは、調整池の面積がふえるということ

ですよね。 

 

（整備部長） 

 水質だとか、それから当然調整容量だとか、それはもう変わってきますので、そのような

ことは当然ございましたけれども、やはりその早期に完成させたいというのが先にございま

す。工事も止まっていたということもございます。 

 それとやはり、どうしても今後やるとすれば、調整池の中の工事になってしまう。当然、

工事を行えば、それだけ工事期間中は環境に影響を与えますから、そういう意味では、環境

への配慮という点と、それから早期に完成させるということを考えて農地を半分にしたとい

うことでございます。 
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（大西委員） 

 この話は、これぐらいで終わりたいと思います。要するに、そういう説明資料をぜひわか

りやすくして、一般の国民にもわかるような資料を提示する必要があるのではないかという

ことを、この点については要望しておきたいと思います。 

 加藤先生、この関連で次行っていいですか。 

 

（加藤委員長） 

 どうぞ。 

 

（大西委員） 

 そうなってくると、今ちょっと冒頭にかかわって出ていますし、もう既に何回も出ている

し、御質問も出ているようですが、要するに、投入算出の結果が非常に悪くなるということ

で、土地改良法云々という話があって、この前の議論では、どうやらそれは、情状酌量され

るんだというようなたぐいのことが御説明の中にあったと思います。諸般の事情がいろいろ

あれば、１を割ってもやむを得ない、許容されるという。 

 私、その説明資料を、この前いただいた資料を見せてもらって、結局、その投入算出のフ

ァクターがどうなっているのかなということを見せてもらいましたら、やっと、この基礎資

料編の中に出されていますね。その基礎資料編の中の42ページに、これ初めて今回の資料の

中で、投入算出の具体的な項目別の数字が出されているもんですから、それを見せていただ

いたんです。そうしますと、生物生産効果というのが、1,054（単位百万円）ということに対

して、災害防止効果は7,311（単位百万円）という、こういう数字になっておりますね。つま

り、この事業というのは、なるほど、防災の事業なんだなというふうに、効果がですね。そ

う理解せざるを得ないような数値になっているというのを初めて見せていただきました。 

 私の方は、かつて12年のときに、営農計画に多少携わって、夢を描こうみたいな、まあ無

責任と言えば無責任と思いますけど、一生懸命議論した記憶がありまして、そのときに防災

の話ももちろん聞いておりましたけど、これほどの効果の違いが、要するに、要素としては、

この干拓というのは、防災のための干拓だなという、本当一口で言ってしまえるほどの要素

で、この防災効果というのは、締め切った外の堤防ですね、そのことですべてが結果的には



- 34 - 

事業を変更しても変わらないと。こういう理解になるんでしょうか、どうでしょうかね。 

 つまり、私は今ここでお聞きしたいのは、この項目を、総効果類と言うんですか、その中

の、この五つの項目を見直し前と比較したかったんですね。どこがどう変わったんだろうと。

結局、0.81に落ちたのはどこが落ちたのか。どういうふうに計算を積み上げてきたのかとい

う、細かいことは結構ですが、先ほどのような理解でいいのかどうかということをお尋ねし

たいんです。 

 

（加藤委員長） 

 はい、ありがとうございました。 

 今の計画変更する前と後とにおける、いわゆるＢ／Ｃを算定される基準、結果を教えてく

ださいと。 

 

（農村計画部事業計画課長） 

【パワーポイントにより説明】 

 先生がおっしゃるところの、どうも災害防止効果ばかりが大きな状況になっているんです

が、計画の見直し前、平成11年の第１回変更計画が、再評価を受けて、現在の第２回変更計

画になっています。42ページのものは、現在の第２回変更計画の効果額なんですが、その前

の第１回変更計画、これが画面の一番左側でございまして、それと右側の第二回変更計画を

比べた表を整理してございます。 

 これを見ますと、基本的には、先ほど説明がありましたとおり、農地の面積が半減してお

りますので、基本的には作物生産効果につきましても、半減といいますか、さらに作物の価

格が変わっておるというような要素もございまして、大幅に減っておる状況でございます。 

 防災効果の方につきましては、この備考欄といいますか、右の方にも書いてございますけ

れども、災害防止効果につきましては、十分効果が上がるということでございますが、若干

下がっておりますのは、建設物価等で資産の評価額が減少したということでございます。 

 維持管理費の節減効果につきましては、内部堤防ですとか、用排水路、こうしたものが農

地の面積が減少することに伴いまして減少しておりますので、計画上の維持管理費が減少し

ておるということで、マイナスが小さくなっておるという状況にございます。 

 また、一番下の国土造成効果でございますけれども、これにつきましては、造成する土地
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の面積、これを効果発生面積といたしますので、これも面積は半分になっておるということ

でございまして、減少をしておるということでございます。基本的には半減でございますが、

若干資産の評価が変わりますので、この部分は少しそういったプラス部分も要素としてはあ

るという状況です。 

この結果、効果に占める防災効果の割合はかなり大きなものになっているということにな

っております。 

 ただ、農業関係が、作物生産効果だけかといいますと、そうではございませんで、維持管

理費のところにもありますし、この災害防止効果のところにも農地ですとか、農作物に対す

る災害防止ということもございますので、決して一番上の作物生産効果ではないということ、

先生はよくご存じかと思いますが、そこはちょっとコメントとして補足させていただきます。 

 

（大西委員） 

 おかげさまで、かなり理解が進みました。つまり、こう理解していいですか。この事業と

いうのは、見直せば見直すほど、半分以下になればなるほど、結果的に防災効果がますます

ウエートが高くなるという性格になりますね。地元長崎県も、地元の関係者も、それでもや

むなしと、そういう選択をしたと。そういう選択をしたことを背景にして、局ないし農林水

産省は、半減することに踏み切らざるを得なかったと、こんなふうに私には聞こえてきたん

ですが、そう理解してよろしいでしょうか。 

 

（整備部長） 

 先ほどのような背景があって、それで半減をしたわけですけれども、それに伴いまして、

長崎県としては、前の計画のままでやってほしいという意向はずっと強く持っておられまし

た。それと、いつまでも長引かしてもいけないのではないかということもあったかと思いま

す。そういう中で、国として計画を変更するということで、農地を半減いたしまして、それ

で前回の再評価委員会の後に計画変更をやりまして、法手続を行っております。法手続の中

で、長崎県と協議をいたしました。それから、長崎県は関係市町村に協議をするということ

になっておりまして、それで長崎県と関係市町村は納得はできない部分もあるんだけれども、

やはり現状からして、このような計画変更やむを得ないのではないかというふうに判断した

と思います。基本的には、このような計画変更を地元と協議をして、最終的に計画を確定し
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たという流れになっております。 

 

（大西委員） 

 実は全部連鎖といいますか、連動しているものですから、もう１点だけお尋ねします。 

 そうしますと、要するにこの事業を早くおさめて、環境にも配慮しながら、防災を重視し

た、早期に終結する、そして早く営農面でも効果が出るような事業として、もう最後の分を

締めくくりたいというふうに多分おっしゃっているんだと思いますけど、そうすると、一番

大きなファクターである防災機能は、十分に担保されていると。そして、それは適正な投資

であるというふうなことについて、我々が理解できるような、少し御説明をいただかないと、

安心してそうですかというふうになかなか言えないんですね。これが最後の問題です。それ

とあわせて、今、提起されたような資料、それから、御説明にあったような文脈をぜひこの

報告書の中にどこかでぴしっと読み取れるようにしてほしいなと私は思います。これはどう

なるかは私の問題ではありませんけどね。ぜひお願いできたらと思っています。 

 以上で一応質問を終わります。 

 

（加藤委員長） 

 はい、ありがとうございました。それでは今の御質問、つまりこれで防災機能については、

十分効果を発揮するというふうにお考えなのかどうかということですが。 

 

（整備部次長） 

【パワーポイントにより説明】 

 前回の委員会の中で、再評価案の説明を申し上げたときに、ごらんのこの高潮、それから、

洪水時、あるいは平常時の排水について、防災効果が発揮されているということで御説明さ

せていただいたかと思います。諫早につきましては、平成９年に潮受堤防を締め切って、11

年に潮受堤防がその後完成したわけですけれども、高潮について言いますと、昭和60年８月

に発生した台風13号、このときが締め切り前の一つの大きな災害の対象とできるわけですけ

れども、このときに、ここに書いていますように、最高潮位＋3.21ｍということで、既存の

堤防を高潮が越えてしまったということで、家屋、それから農地、これだけの被害が出たと

いうことでございます。それに対しまして、平成16年、つまり、潮受堤防ができてから後に
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襲来しました台風18号のときの影響は、昭和60年の高潮潮位を若干上回ります＋3.22ｍとい

うことだったんですが、これは潮受け堤防高が７ｍありますので、これによって高潮は遮断

され、調整池内、それから、干拓地、それから、背後地におきましても、高潮被害はほとん

どなかったということでございます。 

 それから、これは洪水時におけます防災効果でございますが、締め切り前、これは昭和57

年の７月に、いわゆる長崎大水害と呼ばれた豪雨でございますけれども、最大時間雨量99㎜、

総雨量490㎜という非常に大きな豪雨だったわけですけれども、これは地区内の湛水が四、五

日継続するという大きな被害でございました。農産物被害額としまして１億700万円というこ

とでございます。これに対しまして、締め切り後、平成11年７月、このときに長崎大水害を

上回るような最大時間雨量101㎜、それから、総雨量としては342㎜ですが、このときは、宅

地等に関してはほとんど被害がなく、低い農地の部分での農産物の湛水被害が300万円程度に

とどまったということで、これも洪水に対する防災効果が発揮されたというふうに理解して

いいと思います。 

 それから、常時におきましては、締め切り前の平成５年ですが、これは年間にこの常時排

水を行うために、排水ポンプの運転を年間1,360時間行っております。これに対しまして、締

め切り後の平成10年ですが、平常時の排水につきましては、平成10年は120時間、つまり、締

め切り前の平常時のポンプ排水に対しまして、排水機場の運転時間が約１割弱になるぐらい

まで大幅に短縮されたということで、常時におきましては、－１ｍで調整池内の水位を管理

している関係上、従来、潮の影響を受けて、潮が遡上する関係で、こういった地区内の倉屋

敷川ですとか、本明川等に潮が上っていって、通常時の常時排水がなかなかままならない状

況があったわけですけれども、そういったことが調整池を－１ｍの水位に管理することによ

って、普通の自然河川で自然排水ができるようになったということで、一番大きなわかりや

すい比較としては、ポンプ排水による時間が、先ほど申しましたように、10分の１以下とい

うことで、常時排水についても、大幅に改善されたということです。高潮時、それから、洪

水時、それから、常時の排水においても、防災効果につきましては、十全の効果を発揮して

いるというふうに解釈してほしいと思います。 

 

（加藤委員長） 

 以上の御説明は、防災効果についてでした。これは先ほどの指摘、いわゆる防災に関する
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計画基準は全然前と後では変わっていないのですね。大西委員、よろしいでしょうか。 

 

（大西委員） 

 正直言ってわからない。あー、そうですかとしか言えないわけです。 

 

（加藤委員長） 

 計画では、過去の最大規模の台風を考えて、堤防は、台風災害か、その波力に対して十分

な効力を持つとする。先ほど示されましたのは、これから先、もちろんどういう災害が起こ

るかはわからないわけです。ただ、堤防とか、あるいは構造物をつくるときに、無限に大き

いものをつくるということにはならないので、過去の実績に基づいた形で、このくらいの台

風に対しては大丈夫だよという考え方でやらざるを得ない。その考え方で造ったものが、大

体それに近い台風が来たときにも、今のところ大丈夫でしたよということなんだと、そうい

う理解でよろしいですか。 

 

（農村計画部長） 

 設計上は、伊勢湾台風級の高潮と諫早大水害級の洪水と、両方に対応できるようなものを

つくるということで、これはずっと最初から、それから今の変更の時点でも設計思想は変わ

っておりません。基準は変わっておりません。 

  

（加藤委員長） 

 続いて洪水のところは、あれは諫早洪水に近かったのかな、降雨は。時間雨量としては上

回り、総雨量は若干少なかった（発言する者あり）。それに計画の、いわゆる洪水に比較的

近いものでも十分対応できましたよということが今の御説明だということで、それでよろし

いですね。──はい、わかりました。 

 今の大西委員から出ました三つの御質問で、もしほかの先生、関連質問ございましたら、

よろしくお願いします。はい、どうぞ。 

 

（村田委員） 

 先般の会議で私、ここの干拓地で営農をやる場合の特色について御質問させていただいた
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ときに、８類型の営農計画を説明いただきました。先ほど大西先生が指摘されました42ペー

ジの費用対効果分析の試算結果において，作物生産効果の累計額が示してあります。これは

今いろんなところから具体的な問い合わせがあるという話も聞いておりますが、８類型の営

農計画に基づいた作物生産の算出結果の総額であるというふうに理解してよろしいのでしょ

うか。 

 

（農村計画部事業計画課長） 

 営農計画ですが、先立って御説明したとおりの計画であり、作物生産効果などの効果もそ

れに基づいた形で算出しているということでございます。 

 

（村田委員） 

 わかりました。 

 

（加藤委員長） 

 よろしいでしょうか、はい、ありがとうございました。 

 

（大西委員） 

 単純な技術論ですが、この42ページのこの数字と、先ほどパワーポイントで御説明いただ

いた数字がかなり違っていましたね。あれはどういう意味なのかというのは、ここで説明は

結構ですから、そこは整合性をとってほしいんです。そして、一連の説明をきちっと脈略を

つけてほしいというお願いですから、あくまでお願いとして受けとめてください。 

 

（加藤委員長） 

 はい、私もちょっとまとめさせていただこうと思いますけれども、今、大西委員から出さ

れました三つの問題点で、やはり先ほどの資料の中に含まれてなくて、今、パワーポイント

の中で説明されたものが結構ございます。特に、説明責任があるのではないかというふうに

思われる項目もたくさんございましたね。今、指摘されたこと、例えば、効果項目の比較資

料とかは、その資料の中に入れていただきたい。それから、先ほど堤防の効果などにつきま

しても、できましたら、ここで説明していただいたものの、簡単な説明を入れていただきま
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すと、委員の御説明に対する答えになるかと思うんですよね。できましたら、そういうもの

もちょっと説明資料の中に加えていただけると助かります。つまりお答えいただいたこと、

口で言っていただいたことを少し箇条書きみたいにしてくださいということだけです。よろ

しいでしょうか。 

 次回までによろしくお願いいたします。先生、それでよろしいですか。では、そういうこ

とで再度宿題にさせていただきますので、よろしくお願いしたいと思います。 

 それでは、今の三つの御質問以外のことで諫早干拓地区においてほかの委員の先生方、御

質問ございましたら。はい、どうぞ。 

 

（星子委員） 

 今、Ｂ／Ｃの話が出まして、今回の資料の中にもきちっと出ておりますが、その便益費の

一番下に注として、「総便益、総事業費には関連事業費を含む」となっており、0.81という

数字があらわされております。ところが、新聞報道、また、市民アセス等から送ってこられ

る資料では、0.19と、開きが非常に大きいので、違いはどこからくるものか、この「関連事

業費を含む」というところはほかのどのような計算が含まれているのか、それ以外の項目と

して挙げて、全く違う数式での計算が行われているのか、どちらが正しい、正しくないでは

なくて、その違いを教えていただけるとうれしいんですが。 

 

（加藤委員長） 

 今の御質問に対しまして、当局から御説明いただけますでしょうか。特に詳しい、具体的

な数値でございますので、その辺、わかりやすく説明していただければと思います。 

 

（農村計画部長） 

 それでは私の方から概括的に説明して、ちょっと詳しいところはまた担当の者から説明さ

せますけれども、今、関連事業が入っているのか、それともほかのところに要因があるのか

というお話でございましたけれども、基本的にはほかのところに要因がある方が大きいので

はないかというふうに思っております。 

 国が算定しております本事業の費用対効果というのは、関係通達等がございまして算定ル

ールに基づいて、いろいろ各種の調査結果、それから、統計資料、それから、基準等から算
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定した結果でございまして、我々としては、適正にはじいているというふうに思っておりま

す。先ほどの0.19と、我が方の0.81との大きな違いといたしましては、市民版のアセスでは、

漁業被害、それから、下水道事業費用を事業費コストと計上しているというようなこと。そ

れから、災害防止効果並びに国土造成効果といったものの算定基準が異なるといったところ

が大きいところでございます。これらの項目につきましては、今現在、裁判と申しますか、

司法の場でもこれは争点となっている事項でございます。 

 では、どの辺が違うのかということを、ちょっと詳しいところにつきまして、その争点、

裁判でお互いの主張の違う部分も含めて、もう少し説明させていただきたいと思います。 

 

（加藤委員長） 

 お願いします。 

 

（農村計画部事業計画課長） 

 まず、効果の関係の算定の違いということで、大きな部分で、災害防止効果につきまして、

まず農林水産省の方では、先ほど少し話にもありましたけども、伊勢湾台風級の台風により

ます高潮、それから、諫早大水害級の洪水が発生した場合の被害といったものを、海岸保全

施設築造基準に基づきまして被害の度合いを計算しますと、既存堤防──湾内に堤防が延長

で48㎞ございますけれども、このうちの35㎞が被害を受けるということで、この被害を本事

業で潮受堤防をつくることによりまして防止ができるということで算定しております。 

 これに対しまして、団体から出されております「時のアセス」の方では、部分的な被害だ

ろうということで、24㎞、48㎞の半分なんですけれども、根拠はよくわかりませんが、約５

割と仮定されているようでございまして、それだけの被害があるということでされている、

これが違いの１点でございます。 

 また、この「時のアセス」の方では、干潟の持つ水質浄化機能というものが本事業により

喪失するということをマイナス効果ということで、外部不経済という形で評価しております

けれども、本事業の計画におきましては、この機能を評価することは非常に難しく、貨幣評

価する手法が必ずしも確立されていないということで、計上していないところでございます。 

 なお、この外部経済的なものにつきましては、マイナスである水質浄化機能といったもの

だけを計上していないというわけではございませんで、農地を新たにつくることによります
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国民経済的な食料の安定供給ですとか、それから、調整池の淡水化による淡水系の新たな生

態系の創出といったプラスの効果についても必ずしも評価手法が私どもの方としては確立さ

れていないということで、効果に計上していないところでございます。 

 さらに、この団体の「時のアセス」におきましては、先ほども少し議論がございましたけ

れども、工事着手前と最近の漁獲高の比較を行いまして、これを有明海の漁業被害額という

ことで試算されておりまして、これを事業費の方に上乗せする形で計上されております。 

 これにつきましては、先ほど来裁判等の状況についても御説明いたしました。それから、

そういったところにもやられておりますし、国の公害等調整委員会の裁定でも認められてい

ない状況でございます。 

 また、国土造成効果につきましても、先ほど私どもの方といたしましては、資産価値、当

然土地をつくるということでございますので、効果を計上しているところでございますが、

団体のアセスの方におきましては、これは計上していないということでございます。我が方

としては、この農地という作物生産効果だけではなくて、これは当然土地をつくるというこ

とになりますので、地域振興の基盤形成、それから、国民経済的な観点からも大きな意義が

あると、そこの効果というのは不可欠ではないかということで思っております。 

 先ほど部長の方からもありましたとおり、私どもの費用の算定につきましては、関係通達

で定めた算定ルールに基づきまして、計画策定時の各種調査、統計に基づきまして、適正に

算定しておるものと考えているところでございます。 

 以上でございます。 

 

（加藤委員長） 

 はい、ありがとうございました。結構詳しく、その基本的考え方と、それから、今回の諫

早湾干拓についての具体的な算定の違いについて教えていただきましたけれども、よろしい

でしょうか。──はい、どうもありがとうございました。 

 ほかに御意見ございませんでしょうか。 

 

（小河原委員） 

 このもう一つ前の議論の方に戻ってしまうんですけれども、前回まさに環境への一層の配

慮、この５年間どうだったのだろうかということをもう少し明確にしていただきたいという
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ことで、先ほど詳しく御報告いただいて、非常にはっきりしてきたかなと思っています。そ

ういった外部環境への影響の評価というものが、ある意味で別の仕組みで動いているんだと

いうことがより明確になったと思っています。 

 そしてまた、現在も調査が継続され、あるいは、その有明海の対策がなされている。でも、

そういうことを、やはり大西先生もおっしゃったんですけれども、この評価の報告の中に、

もう少し明確に入れていただく方が、国民の皆さんへの説得力が増すのではないかなという

ぐあいに感じています。 

 それから、もう一つ、先ほど来スライドで環境配慮への取り組みというような大きなスラ

イドが出ていたと思うんですけれども、それで前回、少し生物多様性への配慮ということを

この５年間でやはり国の政策も変わってきたところで、できることがあるのではないかなと

いうお話をしていたんですけれども、例えば、一番左上に中央排水機場が出ていますが、私

が見ると、あれは排水機場よりは中央調整池という、池の方が実は大事なんだろうなという

ふうに見えてくるわけですね。 

 例えば、オランダでは干拓をもちろんしてきているわけですけれども、その際、大抵の場

合ああいった調整池といったものを、いわゆるバードサンクチュアリーといった形に、やは

り野生生物のための棲息地として、よりその自然再生を図るという、そういった配慮をなさ

っていると思うわけです。 

 ですから、それにつながっているような、いろんな排水路ございますね。大小さまざまあ

ると思うんですけれども、そういうものももっとそういった生物多様性への配慮という観点

から活用できるのではないかなというぐあいに思っています。 

 それから、自然干陸地が非常にたくさんできているわけですね。すごい面積だと思います

けれども、実は、自然干陸地だから手をつけてはいけないということでは多分なくて、これ

は非常に大胆な意見かもしれないんですけれども、前面堤防という文字がございますね、真

ん中に。例えば、あの前面堤防という文字の下側、今の干拓の堤防ですね。あれとの中間あ

たりを本明川の方から水路を引っ張ってくれば、あの全体の調整池そのものの例えば水流が

どう変化するんだろうか、そういったこともシミュレーションされたのかなというぐあいに

思うわけですね。 

 ですから、例えば、あそこは干陸化して、割と陸化したヨシ原になってきて、お聞きして

いると、乾いたところは今セイタカアワダチソウが生えているという話もございましたけれ
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ども、むしろそういう乾いたところよりは、我々は澪筋という言い方をしますけれども、水

路とか非常に細かなそういう流れですね、そういったものを縦横につくっていくことによっ

て、その周辺のヨシの持つ水質のまさに改善能力もアップするでしょうし、それから、もっ

とそのエリアが陸からある意味切り離すことによって、いろんな野生生物、特に野鳥類の棲

息地として非常に機能を増すのではないかとか、なかなかこの干拓工事そのものとは少し違

う観点なので、難しいのかもしれないと思いますけれども、でも、潜堤の工事等もなさって

いるわけですから、それほど大きな工事費がかかるとは全然思えません。ユンボで掘ってい

けば済むのかというぐらいの工事なんだろうと思いますけれども、もっとそういう大胆に水

質浄化のための、あるいは野生生物のそういう生物多様性機能を向上させるための配慮とい

うものをしていただくといいのかなと。 

 右の方に、林の帯と書いてありますね。あれ、林帯（りんたい）と読むのかな、ちょっと

そういう言葉は余り普通ないんですけれども、この間も御質問しましたけれども、その道路

の周辺に緑地帯があるとすれば、それをちらっと絵を拝見していると、どうもレクリエーシ

ョン型の緑地かなという感じがするんですけどね。もっとあれを、その生物の棲息地として、

我々はそれをコリドーという言い方で英語であらわしたりしますけれども、いわゆる樹林と

いってもそんな大きな樹林をつくる必要は多分ないと思うんですけれども、あるいは草本の

茂みでもいいわけですけれども、そういった生き物が安全に移動ができるような、そういう

エリアとしてやはりもっと位置づけていくとか、あの干拓地内部でも、なさっていいことは

もっといっぱいあるのではないかなと。そういうことを、今後まさにより積極的に取り組む

ということでお願いしたいなと思っております。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。非常に御示唆に富んだ提言をいただきました。生物多様性の確

立、あるいは水質浄化ということを考慮した形で、もう少し排水路、あるいは調整池を利用

することができるのではないかという御提案でございましたけど、いかがでございましょう

か。 

 

（整備部長） 

 ありがとうございます。調整池の水質対策、ここに示しておりますとおり、今まさにいろ
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いろやっております。 

 それから、地元におきましては、やはりその自然干陸地をどう利用していくのかという今

後の課題になっております。 

 それから、市民運動等も起こっておりますので、県、地元と連携しながら、できることを

やっていきたいというふうに思います。 

 また、今お話のありましたことについて御参考にさせていただいて、推進していきたいと

いうふうに思います。ありがとうございます。 

 

（加藤委員長） 

 ぜひあとの案の中にそういうことも少し入れられればいいなというふうに思っていますけ

れども。ほかにございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

 

（大西委員） 

 これはもう別に本質的な問題ではないんですけど、単なる表現系なんですけどね、一つは、

できれば入れてほしいと思いますが、５ページ、６ページの再評価案の中に、関係団体の意

向というのが幾つかありますね。その中で、先ほどからしきりに問題になっていたノリ業界

だとか、あるいは漁業組合関係のお話が全くオフリミットのように見えるんですね、文章上

は。だから、もしうまく書ければ、やはりそこもちゃんと配慮しているということを書いて

いただけないのかなという感じが１点あります。 

 それから、もう一点は、単純なことですが、この全部の地区に、地区と地域と本工事、何々

市というふうに、いろいろ使い分けているんですよ。恐らく、地区と地域ぐらいは本来使い

分けがあるんだと思いますが、文脈上「あれっ」と思うところが幾つかありますね。相当な

数がありますが、一度ちょっとチェックしていただいたらよろしいかと思います。 

 以上です。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。今の２点につきまして、１点目につきましては、その関係団体

の中に…… 
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（整備部長） 

 この関係団体といいますのは、いわゆる長崎県と関係市町村を関係団体としておりまして、

諫早の場合はそうでございます。ほかの地区につきましても、いわゆる協議を要する市町村、

県の方の意向を聞くということで、そういうところを関連団体にしておりまして、これはこ

ういう形で対応させていただければというふうに思っております。 

 それから、ちょっと先ほど申し上げられなかったんですが、この関連団体の市町村の方か

らも、いわゆる災害についての非常に高い評価というのが来ておりまして、先ほどは申し上

げませんでしたけれども、こういうところからもいわゆる防災効果といいますか、そういう

のが高く評価されているというふうに認識しております。 

 

（加藤委員長） 

 それから、いいですか２番目の。 

 

（整備部次長） 

 今のに関連してちょっと若干補足ですが、漁業者の皆さんに対しては、ここで事業に直接、

今部長が申し上げたように、関係団体という形では入らないですが、事業と有明海の環境と

の関係がどうこうに限らず、毎年三県漁連といいまして、要するに、佐賀県、福岡県、熊本

県、もちろん長崎県も入るんですが、毎年の工事計画につきまして、対策委員会という形の

場に工事の内容をお示しして、どういった内容で、あるいは、例えば、ノリ期までにコンク

リート工事を終わらせるとか、そういった説明を毎年行いながらやってきております。それ

と、湾内漁協に関しましても、直接潮受け堤防からの排水等の影響がありますので、ここは

逐次協議等を持ちながらやらせていただいていますので、そういった意味では、一応事業の

実施に当たりまして、必要な都度漁業者の皆さん方と協議等をやらせていただいているとい

う形で、御理解いただきたいと思います。 

 

（加藤委員長） 

 よろしいですか。何らかの形で、もし入れることができる可能性があるかだけは検討して

ください。それでよろしいですか。 

 それから、先ほど２点目の文言について、全地区、あるいは地域ですね、その文言につい
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ての統一をしてほしいということがございますので、もう一度、各事業所の方でよろしくお

願いします。 

 済みません、議論が進みまして、時間がもう４時15分になっておりますが、もうちょっと

進めさせていただきたいと思いますけれども、御意見ございましたらどうぞ。 

 

（籾井委員） 

 ちょっとよろしいでしょうか。１点だけ、ちょっと費用対効果の要件に戻りますが、前回

費用対効果についてお聞きしたのは、やはり再評価の実施要領に一応効率的な執行があるか

ということが趣旨の中に入っております。それでお聞きをしました。それで、これは私の意

見ですが、きょう早期事業完了のために規模を縮小して、それが公益にかなうように総合的

に判断したという御説明がございました。ただ、それに伴って費用対効果要件が満たされな

くなってきているという御説明がございましたので、局の説明は理解できました。ただ、そ

の総合的な判断という場合に、やはりほかの選択肢はなかったのか、例えば、第３案と比較

対比して検討した結果、費用対効果はそれほど変わらない、あるいはこちらの方がいいと、

あるいは別の方がいいんだけど、大きな変化はないとか、そういうふうな総合的な判断とい

うのは、やはりそういうふうに比較対比をしながらやっていくことが社会的な合意につなが

るのではないかと私は考えます。 

 それで、この委員会でそういうことを検討しろとは言いませんが、事業期間中にそういう

ことも御検討されて説明責任を果たされていくことが望ましいと考えます。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。ご説明のＢ／Ｃについて比較されたかどうかということについ

てはいかがですか。 

 

（農村計画部長） 

 籾井委員の今おっしゃられました観点というのは非常に重要であろうと思いますし、そう

いう点も含めていろいろと検討した結果が、先ほどから國弘部長が説明しているような最後

の結論だけという形になっているのかもしれませんが、多分途中過程においてはいろいろと

検討したんだろうと思います。その過程がちょっと見えていなかったというのはあるのかも
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しれませんが、そういういろんな検討をした上でああいうふうになったというところであろ

うかと思いますので、ぜひその辺御理解いただければというふうに思います。 

 以上です。 

 

（加藤委員長） 

 よろしいでしょうか。今後のこういう問題というのは、諫早だけではなくていろいろなと

ころで出てくると思いますので、資料を出していただくときに、そういう大きい計画変更が

あったときは、ひとつこういう意見があったということを参考にしていただくと、今後にま

た役立つことだろうと思いますね。よろしくお願いします。 

 ほかにございませんでしょうか。 

 

（村田委員） 

 先ほどからここでどのような営農計画があるかということを質問しておりますが、一般国

民としてはやはり非常に関心を持っている部分であると思います。先般から例えば、ここで

ばれいしょをつくるとか、たまねぎをつくるという話がありましたけれども、やはりここで

栽培される作物にいわゆる諫早ブランドというような特徴を出す必要があると思います。例

えば、せっかくここでばれいしょを栽培するのであれば、隣接する愛野ばれいしょ支場で育

成された「アイユタカ」であるとか、「アイノアカ」であるとか、そういう特色のある何か

を営農計画の中に入れて、一般の方がここでどのような農業が営まれているのかということ

が理解しやすいような、特色ある計画をぜひ作っていただきたいと思います。 

 

（加藤委員長） 

 ありがとうございました。今非常に示唆に富んだ御提案だと思いますので、諫早ブランド

的なものをぜひ考えていただきたいと思います。ほかにございませんでしょうか。 

 それでは、時間も過ぎておることでもございますので、御意見なければ──３地区につい

て、改めまして、何か御意見ございましたらお願いしたいと思いますが。 

 よろしいでしょうか。 

 それでは、一応きょうの委員会はこれで終わらせていただきますけれども、次の委員会は、

本日までの委員会で出していただきましたものを参考にして取りまとめをさせていただくと



- 49 - 

いうことの委員会になろうかと思います。日程等につきましては、また事務局と、各委員の

先生方との調整をさせていただいて決定するということでお願いしたいと思いますが、それ

でよろしいでしょうか。 

 はい、それでは、以上で委員会を終了させていただきます。 

 議事を事務局の方にお返しいたします。 

 

（事務局） 

 では、終わりに際しまして、丸山農村計画部長の方からごあいさつさせていただきます。 

 

（農村計画部長） 

 本日は、皆様お忙しい中御出席いただきまして、まことにありがとうございます。予定し

た時間も大分経過いたしまして、非常に充実した御議論をいただいたのではないかというふ

うに思っております。 

 きょう説明いたしました資料につきまして、説明資料の中にきれいにもう少し入れ込んだ

らというような御示唆もございましたので、事務局といたしましては、その辺努力いたしま

して、次回までにまた御提示させていただきたいというふうに思います。本日はお忙しい中

どうもありがとうございました。 

 

 

 


