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0. イントロ～事業の概要

１．ギロチンの衝撃～失われた干潟生態系

２．ノリ大不作と有明海異変～諫干との因果関係

３．戦いの歴史

１）諫干中止を求めて

２）開門確定判決とサボタージュする国

４. 農民も被害者（放置された防災、国の営農宣伝の偽り）

５. 農漁共存を求めて～諫干が私たちに問いかけるもの

「無駄な公共事業」はなぜ強行され、今も被害を出し続けているのか



諫早湾干拓事業の概要図

諫早湾の約1/3 3550haを7kmの堤防で閉め切って、
内側に調整池と農地を造成する複式干拓
目的：「優良農地の造成」と「防災機能の強化」
事業費：2533億円



潮受け堤防構築前の諫早湾

日本一広大な干潟だった



埋め立て 地先干拓（下図の昭和期まで）、複式干拓（現状）

例）辺野古新基地建設



諫早湾閉め切り（1997年4月14日）

締め切り堤防の開口部を293枚の鋼板で閉め切る
外海との海水交換が断ち切られる

１．ギロチンの衝撃～失われた干潟生態系



干上がった干潟と貝の死骸…豊かだった干潟の面影

カキ礁 写真：中尾勘吾

ハイガイの死骸_1997.8 写真：富永健司



干潟は自然の浄化施設
～陸域から流入する有機物を様々な底生生物が食べてくれた



ムツゴロウをはじめ希少種・特産種の宝庫であり、伝統漁法が残る場所だった

ワラスボ（ドウキン）捕りのスボカキ漁
ムツかけ漁



1980年代の諫早湾の干潟
（高来町湯江地先）。
中尾勘悟「有明海の漁」
（1989）より

うなぎかき

佐藤正典さん（鹿児島大学教授）のスライドを借用



晩のおかずに事欠かなかった諫早湾干潟



干潟は子供たちの遊び場 写真：富永健司



シチメンソウ群落とハマシギの群れ



諫早湾干潟は渡り鳥の中継地として国際的に重要だった

「東アジア・オーストラリア地域フライウェイ」



＜主な漁種＞

宝の海・有明海



有明海の漁船漁業の主力：タイラギ漁



諫早湾干拓前史～目的を変えて続く複式干拓事業計画

• 1952年 長崎大干拓構想を西岡竹次郎長崎県知事が発表

水田造成による食料増産が目的

(ノリ養殖の発展と諫早湾内漁民の激しい干拓反対）

• 1970年 減反政策により大干拓中止

• 1972年 利水と畑作を目的とした

長崎南部地域総合開発事業に転換

• 佐賀県による独自の南総アセス「湾外漁業への影響大きい」

「諫早湾は有明海の子宮」有明海４県漁民による干拓反対大闘争

• 1982年 南総中止

• 1983年 防災と優良農地造成を主眼とした

諫早湾防災総合干拓事業に変更

• 1986年 環境アセス「漁業への被害は許容範囲内」

「諫早市民の生命財産を守るため」苦渋の選択で事業に同意

• 1989年 諫早湾干拓事業（諫干）の着工

• 1992年 工事本格化、湾内漁業に打撃

• 1997年 4月14日、潮受け堤防の閉め切り

真の目的：
農水省が抱える800人の干拓技官
の仕事確保
長崎県を中心とする政官財利権癒着



２．ノリ大不作と有明海異変

2000年12月から大規模な赤潮が発生し、
養殖ノリが打撃をうける

諫早湾の排水門前で海上デモを行い抗議する
有明海の漁民 （2001年1月）

（救うべき対象が広がる）
諫早湾干潟⇒有明海全域へ
漁業を中心とする地域経済へ



有明海再生をめぐる争点
＝核心は諫干との因果関係

魚類漁獲量は
工事開始の頃
から減少
～特に長崎県
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魚種別に見ると、諫早湾干拓事業の影響が推察される

着工 １９８９年
閉め切り １９９７年



タイラギの休漁と諫早湾口部での採砂



毎夏には
毒性のアオコが発生

ＣＯＤ Ｔ-Ｎ

諌早湾干潟を調整池に変えたことにより（閉め切りを境に）

諫早湾への負荷量が大きく増加した

複式干拓の宿命
・八郎潟
・児島湖など



諫早湾閉め切り以降、赤潮発生件数が増加

※ （有明海・八代海総合調査評価委員会報告書より）



有明海異変の要因は？

２００８年８月１３日 長崎県小長井にて

佐賀県西南部では、 2000年以降
ノリの色落ち被害が続く



干潟・藻場は魚類の成育場

産卵後の稚魚の輸送は受動的

※ （有明海・八代海総合調査評価委員会報告書より）

1.干潟喪失

2.潮流減少

3.底層の貧酸素

4.餌生物の減少

魚類の輸送路、成育場が劣化



要因１） 干潟の喪失
昭和前期までの干拓 約220ha/10年

１９７８年 ～１９９７年 １９年間
２２０７０ha⇒１８８４１ha （３２２９ha減少）
諫早湾干拓事業による喪失
１５５０ha（喪失面積の４８％）

（有明海・八代海総合調査評価委員会報告書より）

稚魚の成育場が物理的に消滅

自然の浄化機能が消滅



要因2） 潮流の減少と特性変化

※ （有明海・八代海総合調査評価委員会報告書より）

有明海全体 (2001年2月下げ潮時）

12%低下（２５年前の同時期推定値比）

諫早湾潮止め後、

諫早湾内 20～90%減少

島原半島沿岸部 21～27%減少



（有明海の干満差：日本一の6ｍ）
上げ潮時：
諫早湾に分かれて入り込む流れが、
反時計周りの残差流を生んでいた

流れが反射し、東西の非対称がなくなる

佐賀県南西部では
・筑後川からの流れが弱くなる
・諫早湾内に滞留する排水が届きやすく
なる

残差流

潮受け堤防閉め切り

筑後川



要因3） 底層の貧酸素化

主な貧酸素水塊は、夏季に有明海奥部と諫早湾で発生
出水による淡水の大量供給、小潮時の潮汐混合の弱まり
⇒密度成層が発達 ⇒底質・底層の貧酸素化

※九州農政局の報告より

※溶存酸素
大気と海面との間で酸素の交換が行われる。
水温が低いほど水に溶けやすい。塩分躍層が
あると表層からの酸素が底層に届かなくなる。
溶存酸素は有機物が分解される際に消費され
る。底層に沈降した赤潮プランクトンの死骸
は酸素消費を促進する。



魚類の餌生物が減少

全マクロベントスの平均密度
（1989年）3947 個体/ｍ２

（2000年）1690 個体/ｍ２

要因4） 底質の劣化と底生生物の減少

※ （有明海・八代海総合調査評価委員会報告書より）

※干潟喪失や底層の貧酸素化などが影響

＊マクロベントス （水底に生息する生物のうち1mm以上のもの）
タイラギやサルボウ等の二枚貝、ダルマゴカイ等の多毛類、ヨコエビ類など



有明海異変と諫早湾干拓事業の因果関係

図：isahaya-higata.net 2004.12より



2016.04.05議員会館での集会発表より 撮影：井手洋子（映像ディレクター）

松永秀則さんの証言（諫早湾小長井漁協）



３．戦いの歴史 3-1.諫干中止を求めて

工事再開阻止行動（2002年1月）

海上抗議デモ（2002年3月）



ノリ大不作に抗議する漁民行動を受けた工事中断
ノリ不作等第三者委員会の設置（2001年3月）

市民アセスと事業再評価による干拓規模縮小（2001年8月）

中長期開門調査を求める見解（2001年12月）

工事再開（2002年1月）と深夜の密談（2002年4月）
事業完成を前提に短期開門調査の実施を決定

短期開門調査の実施（2002年5月）

亀井農相、中長期開門調査見送りを表明（2004年5月）



ノリ第３者委の開門調査見解

有明海ノリ不作等第三者委員会の設置（2001年3月）
中長期開門調査を求める見解（2001年12月）

＜目的＞
「諫早湾干拓事業が引き起こしたと指摘されている有明海の
環境変化の諸事象について、その適否を検証すること」

＜方法＞
・２カ月程度の短期、半年程度の中期、数年にわたる長期
・「開門はできるだけ長く大きいこと」
・「調整池の水位管理を緩めて毎日の水位変動を大きくし、

できる干潟面積を増やすこと」



短期開門調査～調整池に海水導入
（2002年４月24日～5月20日）



水門開放とは・・・
海水交換が大きく行われる双方向の開門

現状：
調整池の水位を－1.2m
～－1.0mに制限し、
陸域から調整池に溜
まった水を排水する。
一方通行の開門



塩分が増加すると、急激にＳＳ（懸濁物質）が減少(ＳＳが凝集沈降して堆積するため)

塩分が増加すると、赤潮やアオコの発生も減少する

調整池内の塩分とSS濃度の関係

短期開門では一時的に調整池の水質が回復した

開門すれば、調整池の富栄養化した淡水の排水がなくなり、
海水交換により水質改善された排水に変わる。

（排水ポンプ増設やこまめな排水では解決しない）

調整池内の塩分とクロロフィルaの関係



●短期開門調査では底生生物が急増



亀井農相、中長期開門調査見送りを表明（2004年5月）

中長期開門調査検討会議（2003年1月発足）

・中長期開門調査に代わる方策（２００４年５月発表）

①有明海環境変化の仕組みの更なる解明のための調査
②環境改善を効果的に進めるための現地での対策の実証
③調整池からの排水の抜本的な対策

・「有明海・八代海再生特措法」２００２年１１月公布、施行

・「有明海・八代海等総合調査評価委員会」２００３年２月

●開門を抜きにした有明海再生事業の開始



よみがえれ 有明訴訟（2002年10月～）

(公調委での原因裁定。2005年8月に棄却）

佐賀地裁が工事中止の
仮処分決定（2004年8月）

福岡高裁が仮処分を取り消す
（2005年5月）



諌干完工式 （2007年11月） 抗議行動

営農開始（2008年4月～）

諫干中止から（営農を前提にした）水門開放にステージが変わる



2008年6月 佐賀地裁が開門判決

３－２．開門確定判決とサボタージュする国

国の控訴と開門アセス

（控訴するな！の要請行動 2008年6月28日～7月11日）

大臣談話（7月10日）
・排水門の開放はできないので控訴する
・開門調査のための環境アセスメントを行う



２０１０年１２月福岡高裁の開門判決
菅首相が受け入れて確定 国を相手にした画期的な判決



確定判決の概要
（主文）
判決確定の日から３年を経過する日までに、防災上やむを得ない場合を除き、諫早湾潮受け堤防の北部
および南部排水門を開放し、以後５年間にわたって開放を継続せよ

（理由）
１．諫早湾湾口部及びその近傍部においては、潮受け堤防閉め切りと原告の漁業被害との間に因果関係
が認められる。
２．潮受け堤防の防災機能は限定的であり、干拓地の農業にとって閉め切りが必要不可欠とは言えない。
３．閉め切りによって一部原告の漁業行使権が侵害されており、違法である。

＜解説＞
「開放」・・・常時開放すること。水位を制限した開門では判決の履行にならない。
５年間・・・淡水域から海域の干潟生態系に移行するのに要する期間やその後の調査期間を考慮して
「防災上やむを得ない場合を除き」・・・台風などにより高潮被害が予想される場合、集中豪雨が予想され
る場合など、極めて限定された場合のこと
３年の猶予期間・・・常時開放によって危惧される洪水被害を防止するためには、約３年の工期を要すると
国が主張したことから



2022.09.05 改訂 

●訴訟が乱立している原因は、確定した開門判決に従わない農水官僚の不誠実な姿勢にあります。 

原告  

 

諫早湾排水門の常時開門を命じた福岡高裁判決

→ 国（菅直人政権）が受け入れて確定 

（2010 年 12 月） 

国の判決不履行（2013年 12月） 

間接強制申立（国が判決を履行するまで 

原告に違約金を支払うこと） 

最高裁認める（2015年 1月） 

2014.6.12 から開門するまで一日 45 万円の違約金 

●違約金の増額を求める申立（2015.1） 

 最高裁も増額認める（2015.12） 

＜諫早湾排水門の常時開放を求める漁業者＞ ＜開門に反対する一部住民＞ 

開門差し止め訴訟 

（長崎地裁：2011 年 4 月提訴） 

開門派が国に補助参加 

１．開門差し止めを認める仮処分決定 

（2013年 11月） 

     ↓ 

国が保全抗告申立（2015.11） 

国、本訴の判決確定を受け、 

申立を取り下げ（2019.7） 

２．本訴 

「開門しないことを前提とする」和解案 

（2016.1.18～2017.3.27 決裂） 

原告勝訴判決（2017年 4月） 

・被告・国が控訴せず。 

・開門派が独立当事者参加を求めて控訴 

  ↓控訴棄却（2018.3.19）により上告 

最高裁：開門派の独立当事者参加を認めず

上告を棄却（2019.6.26） 

開門差し止め判決が確定 

＜開門義務を守らない国＞ 

確定判決の強制執行停止を求める 

１．強制執行停止申立（仮処分的性格） 

２.請求異議訴訟（2014.1）（本訴） 

佐賀地裁：１,２を棄却（2014.12） 

福岡高裁：長崎地裁での和解協議（2016.1～）

決裂（2017.3）を見届けた後、和解協議打ち切

り、審理再開（2017.5） 

国が逆転勝訴（2018.7.30） 

間接強制（違約金支払い）の取消 

最高裁：破棄差し戻し（2019.9.13） 

福岡高裁：和解協議勧告を国が受け入れず 

国の勝訴（2022.3.25） 

最高裁で審理中 

間接強制申立  

（開門した場合、国に制裁金を課すこと） 

最高裁認める（2015年 1月） 

小長井・大浦訴訟（第１陣） 

即時開門は棄却されたが損害賠償は一部認める。

（2011.6 長崎地裁） 

福岡高裁控訴審・漁民側全面敗訴（2015.9.7） 

最高裁、上告を棄却（2019.6.26）漁民側の敗訴確定 

 

小長井・瑞穂・国見訴訟（第２陣以降～） 

2010年 3月、2011年 3月提訴 長崎地裁 

漁民側敗訴（2020.3.10）⇒福岡高裁へ控訴 

原告 ＜諫早湾排水門の常時開放を求める営農者＞ 

営農者による被害救済・開門訴訟、損害賠償訴訟 

2018年 1月提訴 長崎地裁で係争中 

開門を求める営農者に農地明け渡し

を求める訴訟（2018年 3月提訴）  

営農者敗訴（2022.9.5 長崎地裁） 

営農者、福岡高裁に控訴 

＜長崎県農業振興公社＞ 



開門しないことを前提とする基金案を
めぐる和解協議（2016年1月～2017年3月打ち切り）

有明海４県の関係団体によって設立される法人に
国が１０年間で１００億円の資金を拠出。
種苗放流や覆砂、海底耕耘、漁場環境の整備など
を独自に行う。

２００４年以降の１２年間、
農水省関連の有明海再生事業：４３０億円
漁業被害は改善されず

協議の過程で、各県漁連が国に懐柔され、団体内部の
分断と混乱を生み出した
（国が団体幹部に漁民説明用の想定問答集を渡すなど…）



2017年4月25日
開門差し止め判決で、国が控訴しない判断（農水大臣談話）
「国の基金案での和解めざす」

2017年4月17日
長崎地裁、開門差し止め訴訟 開門差し止め命じる判決

2017年3月27日 長崎地裁、和解協議打ち切り

国が開門しない方針を強固にする



請求異議訴訟・最高裁は原判決を破棄せよ！

１．ルール違反の確定判決やり直しは許されない
２．確定判決が命じた開門は「暫定的・仮定的性格」ではない
３．事実誤認の不当な判決である
４．国の勝訴は三権分立の法秩序を乱す新たな判例となる
５．前提条件をつけない真摯な和解協議以外に解決の道は無い

【判決要旨】
1）「確定判決は暫定的・仮定的な利益衡量を前提とした特殊な判決」
⇒事実上の再審に踏み込む。

2）漁獲量は増加傾向（シバエビなど）
3）「違法性を認めることはできず、強制執行は権利乱用に当たる」



請求異議訴訟 差戻し審（福岡高裁）の過程で示された
『和解協議に関する考え方』

この考え方に沿った話し合いによる解決しかない

諌早湾干拓にかかわる「紛争全体の、統一的・総合的・抜本的解決」をめざす

「柔軟かつ創造性の高い解決策を模索する」
「必要に応じて利害関係のある者の声にも配慮し」、
「当事者双方が腹蔵なく協議・調整・譲歩することが必要である」
「国民の利害調整を総合的・発展的観点から行う広い権能と職責を有する控訴人
（国側）の、これまで以上の尽力が不可欠」



４．農民も被害者 （１）放置された防災
本来行なうべき防災対策が諫干完成を名目に放置されてきた

眼鏡橋の写真（諫早大水害） 放置された旧堤防

高潮被害



諫早湾の調整池に隣接する森山の農地に湛水被害
（2011年8月24日←ギロチンから１４年後）

西日本新聞 ウェブサイトhttp://www.nishinippon.co.jp/nnp/item/259939 より転載



諫干「防災」の要点

影響するエリア 効果があるか 代替可能か

高潮対策 新干拓地および
諫早湾沿岸の低平地
・旧干拓地

効果を発揮している。 高潮時以外の「開門」は
十分に可能。

洪水対策 本明川等、諫早湾
流入河川の中流域
（諫早市街など）

洪水を貯水する機能はあるが、
諫早大水害のような洪水を防
ぐ効果はない。
⇒後に農水省も認める

代替不要
国交省が本明川水系の洪水対策
を実施している
本明川河川整備計画（2005年）

排水不良
対策

新干拓地および
諫早湾沿岸の低平地
旧干拓地・低平地

平常時の排水は改善した。
洪水時の排水対策としては極
めて不十分。

排水路・排水ポンプ増強が必要。
閉め切り後、増強を進めてきて
いる。



諫早大水害は河口から5km以上上流の問題。
河口の標高より、10m以上高い市街地の河川水位に、
調整池の水位は影響しない（影響は河口2kmのみ）。



調整池の水位が－0.5mまで上昇すれば、

周辺の低平地は湛水する（農水省公認）

農水省は「開門」によって調整池水位が上がると防災効果が失われるとして、下記の資料を示した。

しかし、洪水時に調整池水位が上がるのは当然。その場合に周辺が湛水するのでは、防災の役に立

たないことを公言していることに他ならない。



排水不良のメカニズム

「防災干拓」完成後も大雨で冠水した後背
地（2009年6月）

開門の有無に関係なく、
排水ポンプ増強と排水路の整備・拡充が必要



閉め切り後、農水省は排水ポンプ増強を実施している

結局、諫早湾干拓事業に

洪水時の排水不良対策の

効果は無かった



諫早湾干拓をめぐる論理とファクト
諫早湾干拓事業の目的 開門調査の影響

諫干推進の
論理

諫干事業により優良農地を造成、
諫早大水害の洪水と伊勢湾台風の高潮の同時襲来に耐
える調整池の貯水能力

「開門」により防災機能が失われる
新干拓地、周辺低平地の農業用水に深刻
な影響がある
塩害・潮風害が生じる

ファクト 周辺低平地の日常的な排水は改善した。
諫早市街地の洪水には効果は無い。
諫早大水害→調整池の水位上昇
（周辺低平地より水位が高くなる）
＋現状では内部堤防の水密性が低下
→ 周辺低平地への湛水の危険がある

閉め切り後も通常の大雨で湛水が発生
⇒排水路・ポンプの増強は進んでいる

長崎地裁保全異議決定（H27.11.10）
「排水不良による湛水被害が発生する高
度の蓋然性はない」として、
開門による防災上の被害を認めず
塩害は数名の債権者に発生
台風による潮風害は限定的
海水淡水化施設による供給が考慮されて
いない地域（40名）で農業用水に影響

「開門」の
論理

諫早大水害の洪水に備えるには
内部堤防の補修と低平地の排水ポンプ整備は不可欠
→ 調整池の水位管理は不要
→ 「開門」に支障なし

⇒ （常時）開門は十分に可能

国費で開門のための諸対策を行うことで、
むしろ農業者の負担が軽減できる。
（排水ポンプ増強、海水淡水化施設等に
よる水源確保、塩害・潮風害対策など）
水位管理の実証としても「開門」調査は
有意義



佐賀県は、代替水源の確保、排水ポンプの増強
などで「開門」の課題は解決可能と提言。



（２） 「優良農地」の現実
「優良農地の造成」＝広大で平坦な農地がセールポイント

・長崎県公社によるリース
・１区画６ha（小江は3ha）
・整備された用水、排水施設
・生産性の高い優良農地
・環境保全型農業の推進

（減農薬、減化学肥料）



排水不良
各圃場に１０ｍ間隔で深さ８０ｃｍ程度に敷設
排水管はポリエチレン樹脂のφ60mmが埋設

重粘土質のため排水不良が恒常化
乾燥すれば土壌硬化、雨が降れば軟弱化して農作業を妨げる
元々干潟のため、不等沈下による暗渠排水施設の早期劣化
排水管の目詰まりが起きやすい ⇒排水管の高圧洗浄が必要
排水不良は全147圃場(666ha) の約3割（45圃場、196.5ha）におよぶ
長崎県農業振興公社（リース元）によるメンテナンスが後手

暗渠排水工事 2018年(平成30年)7月～

大雨の後、動けなくなったトラクター



カモ類による食害、夏の熱害・冬の冷害

シギ・チドリ類～ゴカイなどの底生動物を食べる
ガン・カモ類～主に草などの植物を食べる

調整池という安息の水場に隣接する畑は格好の餌場

海洋性から内陸性に
気候が変化
寒害の影響

ハウス栽培が増加



調整池の水質悪化で清浄な農業用水は確保できず

ＣＯＤ，全窒素、全リン
いずれも基準値超え

実際には、調整池に
そそぐ本明川の河口
●から取水している



リース方式でも離農者続出

【2008年から
５年ごとに契約更新】
第1期：41経営体
2022年3月末

：36経営体

図のように、
解約する区画が相次いでいる



営農者からも開門要求～諫干営農者訴訟

松尾公春さん（営農開始当初は開門反対派の急先鋒だった）
長崎県の勧誘で、 営農開始された2008年4月に農業生産法人を
立ち上げて入植。
約30ヘクタールでダイコンやブロッコリーを栽培する。

被害を受けて被害救済・損害賠償、開門を訴える。
「開門反対を掲げるために農家を盾にしてきた県が、
非開門が決まった途端に弱い農家の切り捨てに回った」

「農家と漁師がけんかしよるように語られてきたのが間違い。
悪いのはそういう紙芝居をつくってきた行政。
事業の一番の被害者が、漁師であり農家よ」

（西日本新聞 2020/12/21）

一方で、公社から土地の明け渡しを求められている。
（理由：更新時提出書類の不備）



４．農漁共存を求めて
～諫干が私たちに問いかけるもの

「無駄な公共事業」はなぜ強行され、今も被害を出し続けているのか

1）最低の費用便益、事業スキームの破綻
～公共事業推進のための財政負担転嫁構造

2）肥大化した政官業学利権構造
3）地域における公共事業依存体質の深化
4）事業の中止・転換の制度装置を欠いた公共事業～官僚の無謬性
5）三権分立の崩壊
6）自然との共生こそが時代の要請
7）開門は農漁共存の第一歩



1）最低の費用便益、事業スキームの破綻
～公共事業推進のための財政負担転嫁構造

参考：宮入興一（長崎大学・愛知大学名誉教授)の講演資料
日本環境会議主催「“宝の海”の再生を考えるオンライン連続市民セミナー」より

【事業計画の費用対効果】
当初計画（1986）：B／C＝1.03
第1次変更計画（1999）：B／C＝1.01
第2次変更計画（2002）：B／C＝0.83
宮入先生の推計：B／C＝0.27

県負担、農家負担の国費負担への転嫁
・国：県 の負担割合

60：40→80：20 （1991～92年度）

・農家負担は、本来の負担額約181億円
→約51億円に大幅削減（△71.9％）

・結果、農地10ａ当たりの造成コスト、
約1,448万円→約73.3万円へ大幅割引
(△95％)

それでも全農地の売却は困難 ⇒長崎県農業振興公社に干拓農地を国から一括販売
10ａ当たり年2万円のリース方式へ転換

国から農地配分を受けた際の公社負担金47億円の支払い
⇒県農業振興公社に対し最長合計70年もの超長期ローン方式



2）肥大化した政官業学利権構造
【予算確保と企業献金】
・1986～2000年の間、大手受注企業49社
から自民党長崎県連に約6.8億円の企業献金
（長崎県連企業献金全体の約半分に相当）．

【受注と天下り】
・農水省から諌干受注企業へ取締役以上で
天下りした官僚―2002年時点で33名.
・農水省から関係企業に天下っている技官
(主に課長級以上)は、1996年時点で45社に
256人。その他、コンサルタント会社25社
に152人天下り。

【受注企業に対して非常に有利な取引条件
が恒常的に付与された】
・1986～2000年の諌干事業工事契約1,275
件のうち一般競争入札は僅か9件(0.7％)
・落札率（実際の落札額÷予定価格）は、
指名競争入札で98.5％と異常に高い。

また、各種委員会、審議会で活躍する御用学者、
学識経験者、一部マスコミも、この利権の枠組
みに取り込まれる



3）地域における公共事業依存体質の深化

①地域の諌干事業への依存
・1990～99年度の長崎県内地区別公共工事の伸び率

県内平均53％に対し、諫早地区144％と突出して高い

②漁業被害が深刻化するにつれ漁業関係の転廃業が続き、
こうした人々が干拓工事の下請けや一時雇用者として吸収
⇒諫早湾地域や漁協で干拓反対意見の封じ込め

③干拓事業に関わる国や県からの関係市町や漁協への調査費、委託金、補助金の
継続的な支出
⇒事業への取り込みや受容へ誘引



4）事業の中止・転換の制度装置を欠いた公共事業～官僚の無謬性

官僚の無謬性：「官僚は間違いを犯さない」
⇒一度決めたことは絶対である。組織が持つ目的や価値が絶対

「ある政策を成功させる責任を負った当事者の組織は、その政策が失敗したとき
のことを考えたり議論したりしてはいけない」

「環境アセスメント」、「時のアセス」（事業再評価）、第三者委員会
⇒官僚の意向に沿うよう、官僚機構の手の中で処理されてしまう。
利権構造の影響を受け、客観的な評価ができない。

諫早湾干拓事業：長良川河口堰とともに無駄な公共事業の代表格
「走り出したら止まらない」

長崎県の異常体質～農業者を囲い込み、国の開門準備にも徹底的に抵抗



漁民を騙し続ける農水省
１．諫早湾干拓事業着手にあたって漁業者の同意を得るため

⇒「影響は限定的」（環境アセス） 「諫早市民の防災のため」
２．諫早湾閉め切りで調整池の水質が悪化

⇒「事業が完成し環境が安定すれば改善される」
３．ノリの大不作を受けて漁民が猛抗議 「諫干中止！堤防撤去！」

⇒第三者委員会設置で逃げる
４．ノリ第三者委の中長期開門調査見解に対して

⇒「調査と工事は別」として工事を再開
中長期開門調査に代わる有明海再生策の実施

５．佐賀地裁の開門判決に対して
⇒開門アセス （実態は開門できない理由を挙げる恣意的な報告）

６．福岡高裁の開門判決の確定に対して、
⇒開門アセスを理由に準備工事を先送り
開門差し止め訴訟で馴れ合い、開門しない方針を貫く

７．長崎地裁の和解協議
⇒有明海再生事業の基金案で有明海沿岸漁連を恫喝



5）三権分立の崩壊

国が確定判決をサボタージュしたことは前代未聞だったが、
さらに、
請求異議訴訟差し戻し控訴審（最高裁）で国が勝訴となれば・・・

国は確定判決に従わなくてよいという新たな判例になる。
全国で国などと闘っているあらゆる訴訟に影響する。

行政に追従する司法判断が続く日本社会

司法制度破壊の先陣を切る悪例



6）自然との共生こそが時代の要請

国際自然保護連合（ＩＵＣＮ）世界自然保護会議2020決議017
「湿地保全のために水の自然な流れを守る」

水の自然な流れを妨げることで、生物多様性と人々の生活を大きく破壊してきた
ことに対して、水の自然な流れを守り地域の人々の生活を守る活動にIUCNとして
取り組むことを決議した。

【水の自然な流れを保全した事例の一部】
中海干拓の中止、荒瀬ダムの撤去（日本）
シファ湖の水門開放、ナクトンガン河口堰の開門（韓国）
ハーリングフリート河口堰の水門開放（オランダ）

有明海には3箇所のラムサール条約登録湿地があります。
（荒尾干潟、東よか干潟、鹿島干潟）

諫早湾の水門開放は、これらの登録地とつながり、自然再生のシンボルとして
国際的な注目を集めます。沿岸地域の再生にも寄与するでしょう。



開門は農漁共存の第一歩

【開門準備は営農者にもメリット】

1）必要な防災対策（排水不良や塩害など）を国費で実現できる。

2）農業用水にきれいな代替水源の水を使える

3）冷害、熱害、食害の軽減にも役立つ

4）開門対策にこそ基金を活用しよう

【開門によって漁場環境が改善される】

【開門は有明海異変の解明に貢献する】

【開門は新たな地域経済を育む】

【開門は長年の無用な諍いを終結させ、地域に平穏をもたらす】



開門が拓く、諫早・有明の未来


