
青少年水サミット2020㏌八代青少年水サミット2020㏌八代

主催：「青少年水サミット㏌八代」実行委員会

オンライン開
催!!

私たちの街、やつしろは水の文化都市！
清流球磨川、実り豊かで広大な八代平野、美しい八代海とともに発展してきました。 

先人の知恵と現代の取組みを学び、持続可能な社会の実現に向けて、次世代を担う青少年とともに考えます。

水と未来を考える!

日時 : 11月7日 ● 13:00～15:00　土



瀬の再生と土木遺産の再現【八の字堰】     
2020 年度グッドデザイン賞受賞     

2020 年 10 月 1 日
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　八代では日本有数の清流球磨川が流れ、流域に降った雨は球磨川の流れとなり、

その一部は伏流水や地下水へ、球磨川が運んだ土砂は河口で三角州となり、干潟が

形成されてきました。  古くから人々に恩恵を授けていますが、地域にとって身近

な存在ではあったものの、川・海に親しむ歴史・文化などもいつしか忘れ去られ、ご

みの不法投棄、生活排水、干潟環境の変化などが生じ、私たちの生活環境を脅かして

います。  また、平野部の殆どが干潟と潮の干満差を利用した干拓地であり、低平地

であるため水害リスクが非常に高いにも関わらずその意識は低い状況であります。

　このような中、先人の知恵と現代の取組を学び、持続可能な社会の実現に向けて

次世代を担う青少年とともに「青少年水サミットIN八代  ＝水と未来を考える＝」

を開催いたします。

青少年水サミット2020 in 八代　＝水と未来を考える！＝

次世代のためにがんばろ会    顧問代表　川口  芳人

球磨川河口清掃
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青少年水サミット2020㏌八代

■水の流れグループ 「ごみ・水質問題」

・熊本のプラごみ・マイクロプラスチック問題
・水の行方／青年会議所と水の関わり
・焼酎粕で培養する光合成細菌の土壌・水質への効果
・幅広い世代で考えるゴミ問題について
・八代市の地下水
・カニの胃袋から海洋プラスチックゴミの問題を考える

■水と生きものグループ 「干潟・水質浄化について」

・ようこそ球磨川河口へ
・熊本県内4河川の水質と生きもの
・球磨川河口干潟は野鳥の宝庫です
・ラムサール条約登録湿地荒尾干潟
・水産廃棄物「カキ殻」による河川浄化の取り組み
・荒尾干潟での岱志高校生の活動

■水防災グループ「水防災について」

・球磨川下流域の景観デザイン
・球磨川における河川管理・防災の取組について
・自然と生きる
・生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR）
・ハザードマップ／マイタイムライン

■水の歴史グループ「八代の土木治水の歴史と日本遺産」

・球磨川下流の土木治水史
・八代のまちをつくった土木技術

・土木の神様：清正公さん、用水の神様：遥拝さん
・講師プロフィール

【第１部】  専門家によるパネルディスカッション

【第2部】  青少年による「水」についてのディスカッション

・「青少年水サミット2020 in 八代」　＝水と未来を考える！＝
・目次
・「青少年水サミット2020㏌八代」 オンライン開催の挨拶
・「青少年水サミット2020 in 八代」の開催に寄せて
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旧郡築新地甲号樋門

漁船による八代海大掃除

球磨川河口

百太郎溝



　本年（2020年）10月に熊本市内で「第4回アジア・太平洋水サミット」が開催される予定で

した。気候変動等による水不足や洪水被害の増大など「水」に関する課題を提起し、解決を

図る水の国際会議です。

　私たちは、それに付随して若者と共に「水」について考える「青少年水サミット2020㏌八

代」開催を計画しました。残念ながら、サミット国際会議は、コロナウイルス感染症対応で

延期され、八代でも球磨川大洪水、大型台風と次々に身近に「水」災害に見舞われました。

　しかし、球磨川の水害リスクも含め川に親しんできた文化や歴史を知り、防災・減災の知

識やその情報を得る意義は高いと考え、水環境問題や干潟の環境保全意識を高めるため

に、「青少年水サミット2020㏌八代」の開催を決意しました。新型コロナウイルス感染症感

染の収束がまだ見られていませんので、感染予防のために、オンラインによる学びの場と

しました。

　第1部は「水の流れ」、「水と生きもの」、「水防災」、「水の歴史」の4つのグループに分かれ

て、大学、行政、自然保護活動などで「水」に関係した活動に従事されておられる大人の話を

聞き、水循環が人と自然界の生き物の命を潤していることを知り、先人たちが利水・治水と

どう向かい合ってきたかなどについて学びます。

　そして、第2部では、青少年による「水」についてのディスカッションを行い、「水」につい

て多方面から話し合い、災害から身を守る知恵を身につけ、防災・減災について考える青年

の育成を願うものです。

　新たな手段で、水に関する様々な分野の学びと討論をおこなうことで、青少年の関心を

一層喚起し、地域の環境保全につながることを期待しています。ウイズコロナの新しい生

活の中での学習会の挑戦ともなる企画であることから、私たち実行委員は、話し合いを重

ねて準備を進めてきました。 「青少年水サミット2020 in八代」の企画を通してこのような

思いを共有し、次世代を担う青少年が育っていくことを切に願ってやみません。

「青少年水サミット2020 ㏌八代」実行委員会

代　　表　　高野　茂樹　

事務局長　　松浦　ゆかり

「青少年水サミット2020㏌八代」 
オンライン開催の挨拶

球磨川中流域 13



　「青少年水サミット2020 in 八代」の開催、誠におめでとうございます。

　コロナ禍の中、オンライン開催という形になりましたが、将来の世界を担う青少年の皆さん

を対象に、「水と未来を考える！」をテーマとして、八代海、球磨川、そして豊富な地下水といっ

た水の恩恵を受けて古くから発展してきた八代で、このような意義深いサミットが開かれます

ことに、心から敬意を表しますとともに、我が国の水資源行政に関わる者のひとりとして、深く

感謝申し上げます。

　皆さまご案内のように、私たちの体の７割近くは水で出来ており、清浄な水がなければ、一人

の人間の生命・健康は、わずか数日すら保つことができません。 また、私たちが日々口にする食

べ物のほとんどは、多くの水を糧として育まれたもので、農作物はもとより、肉や魚といったタ

ンパク源まで含めれば、私たち日本人は他の国から大量の水を輸入している国に当たります。

　最近の研究では、地球以外の天体にも水が存在することが分かって来ております。 しかし、我々

が住むこの地球のように、「星全体の中では大変貴重な清浄な真水が、人間が比較的手にしやす

い場所に存在する」という条件を備えた星となると、さらにはるかに可能性は少ないようです。

　このように「水」のことを考えることは、私たち自身の体の中を考えることにもつながり、私

たちの日々の生活や私たちが住む地域のことを考えることにもつながり、空間的にはさらに広

がって九州、日本、世界を考えることにもつながり、時間的には遥か太古から現在につながる歴

史や文化、そしてその延長線上にある未来を考えることにもつながります。

　このサミットが取り扱うテーマである「ごみ・水質」「水生生物」「水防災・減災」「治水の歴史」

は、このような奥深い水に関わる世界を、テーマごとの断面で切ってみて、皆でその断面をつぶ

さに観察し、事実を直視し、深く考察し、未来へ向けて私たちがどうすべきかの方向を探ろうと

するものです。

　青少年の皆さんは、自分はまだ若く、一人ひとりの力は大変小さいように感じるかも知れま

せん。しかし、その小さな自分の、手の届く範囲から始めることが、やがて必ず大きなことにつ

ながっていきます。今回このサミットに登場する「かつては青少年だった」話題提供者の皆さん

は、そのことをよくご存じかと思います。 そして「今でも心の中は青少年であること」を密かに

隠している方々かと思います。

　そのような皆さんと、「まさに今 青少年」である皆さんとの接触が見られるのも、このサミッ

トの魅力かと思います。

「青少年水サミット2020 in 八代」の開催に寄せて
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国土交通省 九州地方整備局   企画部長　堂薗 俊多
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　最後になりましたが、本当に素晴らしい企画をいただき、ご苦労して準備をしてくださいま

した「次世代のためにがんばろ会」の皆さまと、実行委員会の皆さまに、心から感謝申し上げま

す。本当にありがとうございました。

　以下の紙面をお借りし、ご関係者にはなじみの深い「水五訓」を掲載させていただいて、結び

に代えさせていただきます。

一、  自ら活動して他を動かしむるは水なり

二、  常に己の進路を求めて止まざるは水なり

三、  障害にあい 激しくその勢力を百倍し得るは水なり

四、  自ら潔うして他の汚れを洗ひ 清濁併せ容るるの量あるは水なり

五、  洋々として大洋を充たし  発しては蒸気となり  雲となり  雨となり 

       雪と変じ   霰（あられ）と化し  凝っては玲瓏（れいろう）たる鏡となり 

       而も其（その）性を失はざるは水なり

　　　　（出典は黒田如水（官兵衛）、大野洪聲など諸説あり）

【水五訓】

遥拝神社から八の字堰を望む



■水の流れグループ  「ごみ・水質問題」

（はじめに）
　最近、マイクロプラスチック（以下MP）による環境汚染に社会
的関心が高まっています。これまで地球上で製造されたプラス
チックの総量（83億トン）のうち、約6割が環境中に流出したと
考えられています。 このままプラスチックごみ（プラごみ）が増え
続けた場合、50年後の太平洋海水中のMPは、水生生物に影
響が出る濃度にまで上昇するといわれています。 海にあるプラ
ごみの8割以上は陸上から来ているとの指摘もあり、その負荷
を減らすには、MPの汚染現状を正確に把握することが重要で
す。 そこで熊本大学では、熊本市内の江津湖を対象に湖底の
泥に残留するMPの存在と分布を調査し、その発生源の推定を
試みました。
（試料と方法）
　2018～19年、江津湖（上江津湖と下江津湖）で泥を採集し
ました。 試料を乾燥後、過酸化水素水を含むビーカーに入れて
有機物を分解しました。 その後、比重の重い溶液を用いて浮遊
成分を回収し、それを顕微鏡とフーリエ変換赤外分光光度計（
FT-IR）という装置でプラスチックの数と種類を同定しました。
（結果）
　江津湖で調査した22地点中、21地点の泥の中からMPが検
出されました。 MPの写真を右上に示します。 上江津湖泥中の
MPは、1kg（乾燥）あたり約1,000個含まれていて、おおむね湖の
東側で高い傾向が見られました。 下江津湖のMP濃度は約
700個/kg（乾燥泥）程度で、上江津湖からの流入部付近が高く
、中央から南側の地点はおおむね低値でした。 下江津湖の
MP値が上江津湖に比べて低い理由として、下江津湖の面積
が上江津湖より大きくMPが拡散しやすいことや、河川からのプ
ラごみ流入量が少ない可能性が考えられました。
　上江津湖と下江津湖の泥から得られたプラスチックの成分
は、ポリエチレン（PE）が最も多く、次いでポリプロピレン（PP）、
ポリエチレンテレフタラート（PET）の順でした。 こうしたプラスチ
ックは日常生活でよく使われていて、水害時や誤って捨てられ
たゴミなどが太陽光（紫外線）で劣化して分解され、MPになっ
て湖底に沈んだと考えられました。
　一方、上江津湖の北側の一部で採取した泥から、比較的高
い濃度のMPが検出されました。 この値は、国内外の他の地点
と比較しても高く、MP汚染が進行している様子がうかがえまし
た。 また、泥中のMPの成分はポリメタクリル酸メチル (PMMA)
というアクリルの一種であり、他の地点で多かったPEやPPは相

（みなさんと一緒に考えたいこと）
　東京や大阪に比べて人口もごみの量も少ない熊本でも、
1kgの泥の中に小さなプラスチック片が約1,000個も含まれて
いる現状を、皆さんはどのように感じましたか。 江津湖では魚
の胃の中からもMPが検出されていて、プラスチック添加剤に
よる生態系への影響が心配されています。 調べれば、八代で
も類似の結果が得られるでしょう。
　一方、軽くて丈夫なプラスチックは、私たちの便利で衛生的
な生活を支えてくれています。 特に、コロナウイルスの感染拡大
が懸念される今は、汚染があるからといって、プラスチック製品
の使用を制限することは現実的ではありません。 だからこそ、
プラごみを環境中に出さないために私たちに何ができるのか、
「青少年水サミット2020 in 八代」で深く考えることが出来れば
幸いに思います。

対的に少ないことがわかりました。 このことは、この地点にMP
の発生源が存在する可能性を示しています。

写真▼
江津湖の泥から見つかったマイクロプラスチックとその種類

ポリエチレン ポリエチレン

ポリエステル ポリプロピレン

熊本のプラごみ・マイクロプラスチック問題 中田 晴彦 （熊本大学 准教授）
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■水の流れグループ  「ごみ・水質問題」

水の行方／青年会議所と水の関わり

　排水という言葉を聞くと皆さんがイメージするのはご家庭から流
れる生活排水をイメージするのではないでしょうか？それらは八代
だと八代市水処理センターへ集められ、いくつもの過程を経て無害
化された後に海へ放流されます。他にも産業を通しての廃水もあり、
これらは各企業や事業所内で無害化され、排出されています。事業所
内での無害化処理ができなかったり、事業所外で発生する場合も多
く、廃水の適正な処理は専門知識や許可が必要となり、各地域の廃棄
物処理業者が処理を行うケースが多くあります。処理方法も様々で、
焼却や無害化といったものがあります。また、そのような廃棄物処理
の流れの中や他の廃棄物を処理する過程でも廃水が発生する場合も
あり、最終的な水の行方にも十分な関心を持つ必要があります。当
然、事業所から排出される水質に関しても定期的な検査が必要とな
り、これらを怠ったりすると海洋生態に大きな影響を及ぼします。こ
こ数年は廃棄物の処理及び清掃に関する法律に違反する業者も多
く、廃棄物処理業者の意識の向上も大きな課題となっています。例え
ば、食品廃棄物を堆肥にリサイクルする過程で発生する廃水を処理
しきれずに流してしまったといったケースも発生しています。生活
を行ううえで廃棄されるものは多数あり、適正処理を行わずに不法
投棄や不適正処理を行う業者への委託により、近年問題になってい
る海洋生物の胃の中にプラスチックごみが残ってしまうというマイ
クロプラスチック問題も発生してしまいます。
　諸外国では安心で安全な水が十分に普及していない地域もあり、
まわりまわって我々のごみが他の地域の方の健康を脅かしてしまう
といった可能性もあります。水の最後の行方とごみの処理方法とい
う点についてはなかなか直結しないイメージではあるかと思います
が、全ての地域において安心で安全な水を得る事ができる環境作り
のためには廃棄物の適正処理も一つのキーワードとして理解してい
ただけると幸いです。

　我々青年会議所は社会の課題に対し、解決策を検討し実施してい
る団体です。水というキーワードについて八代青年会議所でもいく
つかの取組みを行っておりますので、ご紹介させていただきます。　
　まずは、2019年に実施した球磨川シーバスモンスターハンターと
いう釣り大会があります。これは地域資源としての球磨川を身近に
感じていただき、市民の方に球磨川の魅力を再認識していただきた
く目的で開催致しました。多くの方に参加いただき、釣りをしながら
の球磨川の清掃活動や食育に関するブースを出展し、水の恵みや大
切さに触れる機会となりました。球磨川流域にもプラスチックごみ
が多く、日頃からのごみ排出の際の意識啓発の一助にもなりました。 
　また、世界の水問題に対しても取組みを行っており、SDGｓ（持続可
能な開発目標）のターゲット６に対し、寄付型の自動販売機を設置
し、その自動販売機で得た利益と青年会議所の事業費を合わせて予
算を捻出し、世界各地に井戸を整備したり、水を普及させるインフラ
を整備したりしています。これまでもインドで井戸やトイレを整備し
たり、バングラディシュに貯留タンクを整備したりしています。
　そして、今年は令和２年７月豪雨により熊本県南部は大きな被害
を受けました。その際には社会福祉協議会様と連携し、ボランティアセ
ンターの立ち上げ等を行い、水害対応を行ってきました。合わせて、平時
より社会福祉協議会様と連携し、勉強会等の開催も行っています。

【水の行方】

【青年会議所と水の関わり】

過去事業

▲青年会議所スマイルバイウォーター

▲水質検査

▼青年会議所事例

▲4R

2 0 1 6

2 0 1 8

2 0 1 7

豊田 啓勤 （一社）八代青年会議所
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■水の流れグループ  「ごみ・水質問題」

　皆さんは「光合成細菌」という微生物を知っていますか？
　名前のとおり、光合成をする細菌のことで、私たちが研究して
いる光合成細菌は写真のように赤い色をしています。 
　光合成というと一番最初に思い
浮かぶのが植物だと思うのですが、
実はこの「光合成細菌」、植物より
も何億年も前に、光合成の能力を
身につけたスーパー微生物です。

焼酎粕で培養する光合成細菌の土壌・水質への効果
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　微生物というと、ヨーグルトを作る乳酸菌や、パンやビールを
作る酵母（イースト）はよく耳にすると思います。 そんな身近にあ
る微生物と同じように、光合成細菌も安全で、私たちの生活を
豊かにしてくれています。
　どのような働きをするかというと、硫化水素（H2S）やアンモニ
ア（NH3）などの有害な有機物を体内に取り込んで、光エネル
ギーを利用して、炭水化物、アミノ酸、タンパク質、抗酸化物質な
ど無害なものに変えてくれます。
　硫化水素は、腐った卵のような強い刺激臭があり、人間にとっ
て有毒なガスです。 アンモニアは、豚舎や鶏舎の横を通る時に
ぷ～んと臭ってくる成分というとイメージしやすいかもしれません。
　そんな光合成細菌が特に力を発揮するのが『米作り』です。
光合成細菌を使うことで、根の張りを良くし、お米がたくさん獲
れます．また，農薬や肥料の使用量を減らす効果もあります。
どのようにして光合成細菌を稲作
に使うのかと言うと、光合成細菌
を田んぼに流し込んでいきます。
　たったこれだけで，光合成細
菌が田んぼの中を泳ぎ回って、
有害な有機物（硫化水素など）
を分解してくれます。
　土が健康になることで、植物
の根が腐れるのを防ぐことがで
きます。 これにより、栄養の吸収

がよくなり、農薬を減らすことにもつながります。 さらに、光合成
細菌は、空気中の窒素から窒素肥料を作る力も持っているの
で、化学肥料を減らすこともできます。化学肥料や農薬を使いす
ぎると、土中の微生物の多様性が失われ生態系が崩れたり、植
物が吸収しきれなかった化学肥料が地下水に流れて環境を
汚染してしまいます。
　これらのことは、稲作だけでなく、レンコンを育てる蓮田や、
熊本県の特産品であるい草栽培でも同じような効果が期待で
きます。 光合成細菌を活用して、農薬や化学肥料を減らすこと
ができれば、安心安全なお米ができるだけでなく、環境を守る

ことにもつながります。
　このように光合成細菌は農業分野で優れた効果を示します。
しかし、光合成細菌は価格が高いため（1ℓあたり300円から
600円程度）、まだあまり普及していません。 私達はこの問題を
解決しようと、熊本県の特産品である『球磨焼酎』の『粕(かす)
』を使うことにしました。 研究を重ね「焼酎粕をエサに利用した
光合成細菌の培養キット」を開発し、販売しています。

　このキットを使うことで誰でも簡単に、自宅で光合成細菌を
増やすことができます。
　光合成細菌を活用することで、農薬や化学肥料を減らすこと
ができ、水汚染問題の解決につながります。

古賀 碧（(株)Ciamo代表/崇城大学 博士課程2年）　宮坂 均（崇城大学 生物生命学部 応用生命科学科 教授）



■水の流れグループ  「ごみ・水質問題」

１．はじめに
　環境問題や「エコ」という言葉が広く社会に浸透してきており、
令和2年7月よりレジ袋有料になったことからごみ問題や資源
の再利用などに対する意識も徐々に高まってきています。しか
し、依然としてごみのポイ捨てや不法投棄、資源のムダ遣いな
どの問題は後を絶ちません。
　球磨川流域でもゴミの不法投棄が多く、毎年、大雨の後には
大量のゴミが下流域や八代海へと流れ着いています。また、こ
れらのゴミは水環境を悪化させるだけでなく、球磨川の景観や
印象も著しく損ねています。
 そこで、ごみのポイ捨てや不法投棄を無くし、美しい球磨川の
自然環境を守るため、次世代のためにがんばろ会とともに地域
の小学校、中学校、高等学校等の生徒のみなさんを対象に、  
『くま川ごみゼロポスターコンクール』や『くま川子どもごみパトロ
ール』、 老若男女参加出来る『八代海河川浜辺の大そうじ大会』
３つの活動をご紹介します。

３．くま川子どもごみパトロール隊
　地域の小学生高学年を対象とし、ごみ等が川・海、そして人
間への与える影響を、排水機場・下水処理場を見学し、その後
実際に球磨川におけるゴミ捨てが多発する現場において、子ど
も目線で『どのようなゴミがあり、そしてそれは誰が捨てているの
だろうか？』を考えてもらっています。 また、ごみを拾い・調べ・分
別することで、河川愛護活動への意識を高めています。 そうす
ることで、不法投棄の現状を子どもたちが家に持ち帰って大人
（家族）への啓発に繋がると思います。

４．八代海河川浜辺の大そうじ大会
 毎年の初夏に行っており、八代市内高校の参加や、行政・教
育関係・企業を含め、今年は約６５０人の参加者となり大きなイ
ベントとなりました。 この参加者は年々増加傾向となっておりま
す。 今年はコロナウイルスの影響もあり、学習会は出来ませんで
したが、例年の学習会の成果として、今後の行動への意識向
上は若干弱いものの、ごみ問題への意識はかなり大きく、そして
確実に向上していると感じました。 結果、参加者は、「ごみを拾う
ことで、ごみを捨てない人づくり」が構築されたと実感しています。

２．くま川ごみゼロポスターコンクール
　例年夏休み期間に合わせて、「球磨川の自然環境を守る人
づくりを目指すため」にポスターの募集を２ヶ月程度の期間を設
けて行っています。
　応募数については年々増加（一昨年262件、昨年342件）し
てます。河川活動参加者の応募が多く、河川活動を通じて、普
段学校教育で行えない体験型河川環境学習を取り組む事で、
球磨川への恩恵を感じ、川にごみが無いことを願う作品が多
かったように感じました。
　また、前年度より熊本港湾空港整備事務所にも共催頂き、副
賞の授与まで協力頂いたことにより、児童たちへの河川環境愛
護啓発・環境愛護意識の向上へ繋がったものと思います。

幅広い世代で考えるゴミ問題について 長谷川 万紗 （八代河川国道事務所 技官）
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■水の流れグループ  「ごみ・水質問題」

（１）八代市における地下水利用
　八代市は、地下水（井戸水）を農業用や工業用、生活

用水として利用しており、地下水への依存度が大変高い

地域です。 特に、旧市の区域で利用される地下水は球

磨川の水が地下を浸透したものであり、地下水利用の面

からも球磨川は非常に重要な役割を担っています。

　八代市の地下の構造は、図-1のとおり、F層、S層、DⅠ

層、DⅡ層、DⅢ層と呼ばれる帯水層（地下水が流れて

いる砂などの層）と粘土などの不透水層から成り立って

います。前川以北の地域では、S層、DⅠ層、DⅡ層、DⅢ

層で構成されているのに対し、球磨川以南ではS層とDⅠ

層が連続しており、厚みのある帯水層を形成しています。

　本市では主にS、DⅠ、DⅡ層の地下水が利用されて

おり、この層を流れる地下水を被圧地下水（深井戸）、F

層を流れる地下水を不圧地下水（浅井戸）と言いますが、

この不圧地下水は地表に近いことから周辺環境の影響

を受けやすく、球磨川からの涵養量が多い地域を除けば、

水質が悪化しているところがあり、近年ではほとんど使わ

れていません。

　また、沿岸部では、海水が地下水に混入する塩水化が

確認されています。図-3に、地下水塩水化の状況を示し

ます。 昭和51年から約10年スパンで全市的に調査を行

っていますが、直近の2回の調査結果を比較すると、改善

傾向にあり、特に金剛干拓においては、塩水化している

エリアが縮小していることが分かります。

（２）八代市における地下水質
　地下水が過剰に汲み上げられると、地下水の量が減り、

地下水面の水位が下がります。 本市では、昭和52年から

被圧地下水の井戸６か所、昭和62年から不圧地下水の

井戸１か所において地下水位を観測しています。 図-2に、

被圧地下水６か所の地下水位の経年変化を示していま

八代市の地下水 藤川 貴史 （八代市 環境課）

す。本市の地下水位は、平成6年の少雨による大幅な低

下を除けば、全体的に緩やかに上昇・横ばい傾向にあり

ます。 これは、農業用水路の整備等に伴い、地下水の農

業利用が減少したことが要因として考えられます。

図 -3    塩水化の状況

図 -1    旧八代市の区域における地下構造図

図 -2    地下水位の経年変化
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■水の流れグループ  「ごみ・水質問題」

カニの胃袋から海洋プラスチックゴミの問題を考える 熊本県立岱志高等学校理科部

はじめに
荒尾干潟は、有明海の中央部東側にあり、大潮干潮時には単一干潟
として日本最大の面積となります。 その一角にある塩性湿地で調査を
行いました。 潮位が440cm上になる大潮満潮時だけ有明海の海水と
繋がり、道路側溝からの雨水流入がある汽水域です。
　岱志高校理科部は2018年度までの研究で、カニや貝類の調査を行
い、この調査地が絶滅危惧種の多い場所であることを明らかにしまし
た。 しかし、採集を行うと生物よりもゴミが多かったことから、月１回の
ゴミ拾いを始め。ビニール袋や発泡スチロールなどのプラスチック製品
がゴミ全体の約9割を占めていることを確認しました。
　この調査地で、5mm以下に小さくなったプラスチック「マイクロプラス
チック」に着目して研究を行いました。

Ⅰ　堆積物中のマイクロプラスチック濃度の研究
　塩性湿地において、土地の高い順に潮上帯をA、高潮帯をB、ガタ
泥をCとし、(写真２)比較のため、荒尾干潟の海岸線から1 kmの場所
をD・E、満潮線付近をF・Gとし（写真３）、7地点でそれぞれ25 
cm×25 cm、深さ約5 cmまでの表面堆積物を採取しました。

　A～C地点でマイクロプラスチックと同定されたものを1 kg当たりに換
算すると、A：2700個/kg、B：370個/kg、C：550個/kg。 これを世界の海
水域堆積物中のマイクロプラスチック濃度と比較しました。

　九州大学の研究で有明海堆積物中は平均29個/kgとあり、D～Gの
荒尾干潟のマイクロプラスチック濃度はまだ低いと推察できます。
調査地である塩性湿地は、一度流入したゴミが出て行きにくい特殊な
地形によって、マイクロプラスチックが濃縮していると考えられます。
Ⅱ　カニの消化管中のマイクロプラスチック検出
　私たちはこの調査地に棲んでいるカニを2019年10月29日に捕獲し、
冷凍安楽死を施した後に解剖し、その消化管から長さ0.996mmのポ
リエチレンを12月1日熊本大学のFT-IRで検出しました。 別の個体から
も検出でき、5個体中2個体のアシハラガニからマイクロプラスチックを
見つけました。 なお、同時に捕獲したアリアケガニ5個体からは、マイク
ロプラスチックは検出できませんでした。
有明海で生物体内からのマイクロプラスチックが見つかり初検出です。

　一度冷凍した後、これを均等に撹拌して
約300gを秤量後、50℃の恒温機で乾燥し
て4.75mmと1.0mmのふるいで篩い、5.0 mm未満1.0 mm以上の堆
積物を試料としました。 乾燥試料約8.0gを2回秤量し、10％水酸化カリ
ウム水溶液に50℃で3日、30％過酸化水素水30mLに50℃で１日保ち、
60％ヨウ化ナトリウム水溶液（比重1.8g/cm3）で重液分離し、浮遊粒
子を回収しました。 プラスチック粒子を一粒ずつ顕微鏡撮影した後、フ
ーリエ変換赤外分光光度計（FT-IR）により同定しました。

写真 2▲ 写真 3▶

参考文献／• Shahabaldin Rezania et al (2018) Microplastics pollution in different aquatic environments and biota : A review of recent studies. Marine Pollution Bulletin 133(2018) 191-208　 
• 有明海堆積物中のマイクロプラスチック含量　園田 拓希  他（九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門）　日本地球惑星科学連合 2019 大会 
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ようこそ球磨川河口へ

九州山地に源を発する球磨川が八代海にそそぐ球磨
川河口には広大な干潟が形成され、一帯は多様な生
物の生息・生育地となっています。
野鳥類ではシギ・チドリ類、カモ類、カモメ類など160種
が記録されています。 またカニ類、貝類、海藻などの生
物の多様性も豊かで環境教育の場としても重要です。 

球磨川河口は生物多様性の宝庫
さらに漁業資源に富んだ地域でもあり、活発な漁労
活動が続けられ、 河口左岸には国指定名勝「水島」
があります。
球磨川河口は、まさに自然と文化が融合した私たち
の宝物になっています。

逸見 泰久（熊本大学・教授）／高野 茂樹（八代野鳥愛好会）

■水と生きものグループ 「干潟・水質浄化について」
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■水と生きものグループ 「干潟・水質浄化について」

Fig. 熊本県内主要4河川のヘキサダイアグラム

13

　熊本県は九州の脊梁山地と阿蘇を東側に配し、西側に有明海と八
代海の内海を持ち、基本的に東側から西側に向かって北側から順に
菊池川・白川・緑川・球磨川の4河川が流下している。
　しかし、この4河川はそれぞれ特徴ある流域を流下しており、それぞ
れ特有の水系を形成している。
　菊池川水系、緑川水系、球磨川水系は流域面積も広く支川も多い
が、白川水系は阿蘇カルデラ内が流域面積の80％を占め、阿蘇カル
デラを出た後の支川は鳥子川1河川しかない。支川の多さはいきも
のにとって重要で、生きものの生息数、種数の安定性、洪水等の出水
後の復元性にも寄与することが多いと考える。
　右表（Table）に示したように菊池川水系にはタナゴ類他重要種を
含め淡水魚種数が74種と4河川の中で最も多い。一方白川は確認
魚種数が19種と最も少ない。流域面積は4河川の中では球磨川が
最も大きいが、淡水魚種数は25種１）、緑川は46種となっており、流域面
積、幹線流路延長、河川延長、年平均流量等からは淡水魚種数との
関係は見られない。 それぞれの川と淡水魚種数との関係はどうなって
いるのでしょうか。
　右図（Fig.）は熊本県内4河川の水質の主要な陽イオンと陰イオンを
ヘキサダイアグラムで示したものである。これより明らかに白川のCa２+、
Mg２+、Na+、K+、SO4２ー、HCO3ー、Cℓーが他の3河川に比べて高く、阿
蘇火山性地質の影響を受けていると考えられる。 白川の魚種数が少
ない理由の一つとして阿蘇火山活動の影響も考えられる。
 河川性淡水魚と言っても、生息場所にはそれぞれ選好性があり、流
水性を好むもの、止水性を好むもの、流水性と止水性の両方を好むも
のなどがあり、生息水域も恒久的水域、や氾濫原水域等など生態的
特性を明らかにすることが不可欠であることを中島ら２）、鬼倉ら３）及
び菊池川を対象に岡村ら４）は示している。
　水生昆虫のような底生動物については水質汚濁を示すBODやDO
などの水質によって指標生物の出現種がある程度明確になるが、河
川の生物多様性の状態を示すことは定性的にしかできないと考える。
 ではそれぞれの河川そのものの生物多様性の状態はどのようにして
定量化でき、それによってそれぞれの河川をより生物多様性の豊かな
生息空間にできるのでしょうか。
　そのためには、それぞれの河川で、直接対象とする「生きもの」の生息
状況を現地で調査し、検証していくことでしか明らかにならないと考える。
　私たちは「生きもの」そのものを創造、復元することはできないが、多
様な「生きもの」の生息場（空間）の保全、復元、創造することはできる
のではないでしょうか。 そのためには現状の「生きもの」の生息状況を
現地で調査し、生態的特徴を明確にしていくことを積み上げていくこと
が必要と考える。

《参考文献》
１）厳島 怜,島谷幸宏,河口洋一：魚類相の縦断方向変化とセグメント区分に関する研究,
水工論文集,第52巻,pp1147-1152,2008年2月
２）中島 淳,島谷幸宏,厳島 怜,鬼倉徳雄：魚類の生物的指数を用いた河川環境の健全
度評価法,河川技術論文集,第16巻,pp449-454,2010年6月
３）鬼倉徳雄,川本朋慶：九州北部の一級水系における水質と純淡水魚種の出現地の関
係,水環境学会誌,Vol.36,No.3,pp99-106(2013)
４）岡村麻矢,上杉幸輔,皆川朋子：菊池川における氾濫原依存魚種保全に向けた河道
内氾濫原水域タイプ分類別の氾濫原依存魚種生息場としての機能評価,土木学会論文
集G（環境）,Vol.72,N0.6(環境システム研究論文集第44巻),Ⅱ_167-Ⅱ_176,2016

熊本県内4河川の水質と生きもの 金子 好雄（NPO法人白川流域リバーネットワーク・代表理事）



　八代市は、山地の森、清き河川、豊かな平野そして豊
壌の海に恵まれた地域です。九州山地に源を発する球
磨川が八代海に注ぐ球磨川河口周辺（球磨川河口干
潟、前川河口干潟、南川河口干潟を含む）には、約
1500㌶の河口干潟が形成されています。 干潟一帯は
水鳥を中心にした野鳥生息地となり、これまでにシギ科
、カモ科、カモメ科、チドリ科などを中心に160種以上が
記録されています。

　八代市は、2004年、球磨川河口干潟約160haをシギ
・チドリ類の重要な生息地であるとして、日本で7番目に
東アジア・オーストラリア地域フライウェイネットワークに
参加しました。 渡りの途中で採餌・休憩する場所として
大切な中継地となっています。

　球磨川河口干潟には毎年多くのシギ・チドリ類が羽
を休め、環境省が実施しているモニタリング1000シギ・
チドリ類調査では、球磨川河口への飛来数は常に上位
（2019年度、春期は1,887羽で6位、秋期は1,199羽で4
位、冬期は2,511羽で4位、）を占めています。 また、環境
省レッドリスト（2014）に記載されているヘラシギ、カラフト
アオアシシギ（以上、絶滅危惧ⅠA）、クロツラヘラサギ（
絶滅危惧ⅠB）、ツクシガモ、ハヤブサ、ナベヅル、マナヅ
ル、シロチドリ、アカアシシギ、オオソリハシシギ、ホウロク
シギ、セイタカシギ、コアジサシ（以上、絶滅危惧Ⅱ類）、
ヘラサギ（情報不足種）などの希少種も数多く飛来して
います。
　特に、クロツラヘラサギは東アジアのみに分布し、世
界の生息数は4,463羽（香港バードウォッチングソサイエ
ティ、2020）の希少な水鳥で、日本では博多湾、有明海、
八代海、沖縄などで約540羽が越冬するに過ぎません
ハゼ類、エビ・カニ類を餌として越冬し、2011-2019年に
は毎年26-73羽が観察されています。また、世界に8,000
羽程しかいないとされるズグロカカモメは、1987年頃か
ら球磨川河口一帯に飛来しはじめ、カニ類（ヤマトオサガ

　このように球磨川河
口一帯は、水鳥にとっ
て大切であるばかりで
なく、底生動物や魚類
にとっても多様性に富
んだ干潟が残されてお
り、ラムサール条約登録
に値する世界的に重要
な干潟地域です。また、
本地域は漁業資源に
富んだ地域でもあり、活
発な漁労作業が続けられています。 干潟生態系と漁業
資源が守られ、球磨川河口干潟の持続的利用が推進さ
れるために、住民、行政、研究者などが協力して、保全に
向けた取組みが推進されることが必要です。

球磨川河口干潟は野鳥の宝庫です 高野 茂樹（八代野鳥愛好会）

■水と生きものグループ 「干潟・水質浄化について」

ニなど）を餌として2011-2019年度には毎年85-165羽が
越冬しています（環境省モニタリング1000調査）。
　Wetland International (2017)による推定個体数の1％
（ラムサール条約登録基準値）はクロツラヘラサギ20羽、
ズグロカモメ85羽で、球磨川河口には両種ともにそれ以
上の個体数が飛来しています。 また、「重要湿地500」の
見直し（環境省2016）では、球磨川河口は鳥類（シギ・チ
ドリ類と湿地性鳥類）のみならず、底生動物と湛水魚類に
ついても重要な湿地であることが記載されました。
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●荒尾干潟の概要
荒尾干潟は、熊本県、福岡県、佐賀県、長崎県に囲まれた有明

海の中央部東側に位置し、南北9.1ｋｍ、東西最大幅3.2ｋｍ、干
潟面積約1,656haあり、単一の干潟としては国内有数の広さを誇
る干潟です。
　2012年（平成24年）7月3日に、ラムサール条約湿地登録簿に世
界で2,054番目として登録されました。 福岡県県境から長洲町に
かけて広がる鳥獣保護区内の、特別保護地区に指定された
754haがラムサール条約湿地の荒尾干潟になります。 2013年（平
成25年）6月17日付で東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重
要生息地ネットワークに参加し、2019年（令和元年）8月10日に荒
尾干潟水鳥・湿地センターが開館しました。

●取り組み について
2012年（平成24年）4月に荒尾干潟や周辺地域の環境保全・再

生及び干潟に飛来する渡り鳥や干潟の生きものの保全並びにワイ
ズユース（賢明な利用）を行うことを目的に、漁協、農協、観光協会、
商工会議所、市民環境団体等で構成された荒尾干潟保全・賢明
利活用協議会が組織され、年間を通して活動をしています。
　荒尾干潟探鳥会（春期・冬期）・清掃活動は、会員団体の日本
野鳥の会熊本県支部と共催で、春や冬の時期に飛来する渡り鳥
を観察し、荒尾干潟の生きものの豊かさを学び、その後、海岸の清
掃活動をして干潟の保全に取り組んでいます。
　「荒尾干潟の日 干潟の生きもの観察会」は、荒尾干潟がラムサ
ール条約湿地に登録された7月3日を荒尾干潟の日と定め、登録さ
れたことを記念した取り組みです。 親子で干潟に入り、生物を観察
・採集して、生きものの名づけ会を実施し、荒尾干潟の生きものの
豊かさ、種類の多さを学び、干潟の大切さ、多様性の保全を伝えて
います。
　荒尾マジャク釣り大会における荒尾干潟パネル展示は、アナジ
ャコの巣穴に筆を差し込んで、筆を押し返して出てきたところを捕
まえる伝統漁法を体験でき、干潟の恵みを堪能する荒尾マジャク
釣り大会の会場で、参加者へ向けて、荒尾干潟について紹介する
パネルを展示しています。  1,000人近くの参加があり、荒尾市外か
らの参加者も多く、荒尾干潟を周知しています。
　夏休み工作ワークショップは、荒尾干潟にある貝殻を活用してフ
ォトフレームを作るワークショップを夏休みの時期に合わせて開催
しています。 令和2年度は、フォトフレームに貼り付ける貝殻を参加
者が海岸に行き、自分たちで拾った貝殻で作成しました。 そして、拾
った貝の名づけ会を実施し、様々な種類の貝殻が流れ着いている
ことを通して、荒尾干潟の豊かさを学びました。
　テーラー乗車体験は、令和2年度より、新たな取り組みとして実
施しています。 テーラーは、耕うん機に荷台を付けたもので、漁業
者がアサリ採りやノリ養殖で、移動や荷物を運搬する際に使用して
います。　このテーラーに乗って、干潮時の荒尾干潟を走り、乗り物
の体験だけでなく、干潟の美しい景色や海の香りを体験し、沖合
に到着したら、テーラーを降りて、周辺を散策して、干潟を体験して
もらいました。　干潟の生きものや長靴越しに伝わる泥の感触、普
段はあまり見ることがない干潟から陸をみるなど、この体験を通し

ラムサール条約登録湿地荒尾干潟 竹下 将明（荒尾市市民環境部環境保全課 副主任）

■水と生きものグループ 「干潟・水質浄化について」

て、干潟のすばらしさ、楽しさを知る機会としています。
　サンセットカフェ＆コンサートは、荒尾干潟の海岸を会場に地元
で活躍する音楽家に演奏してもらい、音楽鑑賞をしながら、干潟に
沈む夕日をゆったりと堪能するイベントで、市内事業者による軽食
や飲み物の販売もあります。美しい風景を実感し、この風景を残し
たいという気持ちを育て、干潟の保全を図っています。
　世界湿地の日 海苔の手すき体験は、収穫され、細かく刻まれた
生海苔を型に流し込み板状の海苔を手作りして、後日、自分たちが
手すきした海苔を食べることで、干潟の恵みを堪能します。

●ラムサール条約湿地に登録されたことで
ラムサール条約湿地登録に向けて、協議会が組織され干潟の
生きもの保全並びにワイズユース（賢明な利用）に向けた活動が活
発になり、荒尾干潟を訪れる人も増えているのではないかと考えら
れます。るまた、干潟を訪れる人の目的についても、生きものに興味
がある人だけでなく、風景を楽しむなど、様々な目的で訪れることが
考えられることから、それぞれのニーズに合わせた、干潟の豊かさ、
生物多様性、美しさ、楽しさを伝えて、荒尾干潟への関心を高めて
いければと考えます。
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■水と生きものグループ 「干潟・水質浄化について」

水産廃棄物「カキ殻」による河川浄化の取り組み 森田 洋（北九州市立大学 教授）

　カキはイタボガキ科に属する貝の総称をいい、生食、フライ、牡

蠣飯などとして古くから食用とされている。 日本におけるカキの養

殖量年間約162,100トン（令和元年、農林水産省統計）であり、広

島県、宮崎県、岡山県などが産地である。 カキ殻は漁港などで大

量に廃棄物として排出されており、可食部を含めたカキ全体の重

量の約8割がカキ殻であると仮定すると、養殖で年間約13万トン

のカキ殻が排出される計算になる。 一部は化粧品やカルシウム

剤、焼成カルシウムとして食品添加物などに利用されている。

　そこでこのカキ殻を有効利用する目的で、2002年3月より2014

年までの13年間にわたって、民・官・学が共同となってカキ殻を

使い河川やダムなどの浄化を進めてきた。 民は熊本県の環境市

民団体である「次世代のためにがんばろ会」が、学は北九州市

立大学と八代工業高等専門学校（当時）が、官は熊本県八代市

と熊本県が参画しており、それぞれ地域を巻き込んでの活動展

開を進めてきた。

　プロジェクト開始当初は熊本県八代市を流れる新川で浄化を

進めた。この川は、古くは蛍も多く舞い、大変に綺麗な川であった

が、下水道整備が進まず、また追い討ちをかけるように八代市の

人口増の影響で水質汚染が深刻となっている箇所でもあった。

この場所に約30トン以上のカキ殻を投与して、その効果を確認し

た。 しかしただ、カキ殻を投与するだけでなく、行政、地域住民（子

どもを中心として）、市民団体、研究機関が一体となり、バイオレメデ

ィエーションを試み、のべ1000人以上の市民が投与に参加した。

　投与方法は極めてシンプルである。二見漁港（八代市）に行き、

大量に山積しているカキ殻を集め、袋に詰める。 次にこれを河川

浄化場所まで運び、参加した子どもたち総出でカキ殻の袋を手

渡ししながら、河川に敷き詰めていく。 投入後には地域内総出で

手作りの昼食会を実施することで、「隣人が誰なのかもわからな

い」といわれている現在において、失われかけた地域コミュニティ

の再構築を行ってきた。 これを年に一回実施し、5年間にわたっ

てこの場所で浄化を進めてきた。

　カキ殻を投与することによる効果や考察を以下にまとめる。

１）カキ殻のろ過機能
　カキ殻は河川の濁りをろ過する機能に優れている。カキ殻をま

いた上流では、濁った汚い水でも、カキ殻をまいたところを通ると、

水が澄んでいるようになる。 カキ殻のろ過機能は、川の浄化に寄

与する。

２）カキ殻に対する微生物の吸着
　カキ殻の表面には硝化細菌（アンモニアから硝酸に変える微

生物）は住み着きやすく、カキ殻の内部には脱窒細菌（硝酸を窒

素に変える微生物）が住み着きやすいことが知られている。 この

ような微生物の作用で、生物の老廃物であるアンモニアを窒素に

変換できることが考えられる。

３）カルシウムの溶出によるリンの不溶化
　生活排水中や底泥中から水中に溶け出したリンは、水質の汚

染に大きな影響を与える。 カキ殻の主成分である炭酸カルシウム

が徐々に溶出すると、水中のリンを不溶化させ、土中に沈殿物と

して返す作用があることが知られている。

４）カワニナの個体群密度増加とホタルの発生
　カキ殻2トン投入して1年後にカワニナの個体群密度が約7倍

に増加した。 これはカキ殻の主成分である炭酸カルシウムが原

因と考えられ、カワニナの増加は河川の水質浄化につながるも

のと考える。また、カワニナの増加により、それを餌とするホタルの

発生も認められた（2004年、カキ殻投与開始後2年で確認）。

５）集魚効果
　カキ殻を投与した部分に、稚魚が集まりやすい傾向が認められた。

　このような活動は、技術自体や経済性も重要であるが、１）地域

社会における人と人とのつながりを創る場、２）地域住民の環境

意識を改革する場（パブリックアクセプタンス）、３）自然環境の尊

さを次世代の子供たちに伝える場、として活用すべきであると考

える。 つまり地域社会が一体となった取り組みにしていくことが重

要である。現在、環境に関する様々な共同研究が産・官・学で行

なわれているが、これからの環境産業に求められていることは、

地域市民も巻き込んだ、産・官・学・民の共同研究体制ではない

であろうか？カキ殻で出来ることには限りがあるが、子供たちも含

めた市民1人1人が、カキ殻を投入し、川が綺麗になっていくこと

や蛍が戻ることをその眼で確かめ、川を汚さない心を育てること

が、何よりにも勝る「環境技術」であると考える。

カキ殻の河川への投入（八代市新川）
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荒尾干潟での岱志高校生の活動 松浦 弘（熊本県立岱志高等学校理科部 顧問）

■水と生きものグループ 「干潟・水質浄化について」

　現在私は、熊本県立岱志高校の生物教師です。 この高校は、2012
年にラムサール条約湿地に登録された荒尾干潟に最も近く、有明海の
中央部東側にあります。
　ラムサール条約の3本柱は「保全」「利活用」「CEPA活動」です。 啓
発・教育・文化・研究等 を々含CEPA活動の中でも、多くの人に潮間帯
の小さな生き物と干潟の生態系の重要性を知らせることに着目して活
動しています。

　研究開始当初より、WIJの方から多くの支援をいただき、「荒尾干潟
の研究」、「荒尾干潟をカニの口器から考える」、「荒尾干潟のベントス
･すみわけ共存共生」と研究を進めました。

　研究成果をまとめたものは、中国、四国、九州課題研究発表会で最
優秀賞を受賞しました。 また、2016年に日本ベントス学会の年次大会
で「荒尾干潟でのアナジャコの成長と巣穴」のポスター発表をさせて
いただきました。

　干潟の表面では多種類の光合成生物が繁茂していることをクロロフ
ィル検出で確認し。顕微鏡観察できます。
　その栄養豊かな表面を舐めて食べる巻き貝類や顎脚の毛で濾過し
て食べるカニ類、アナジャコやアサリなどの二枚貝は干満時に懸濁し
た海水を濾過して食べています。 特にアナジャコ（荒尾ではマジャク）
は、巣穴に海水流を呼び込んで酸素も栄養も取り込んでいますから、
快適な巣穴に共生している動物や細菌類も多様です。

 私は岱志高校理科部の生徒たちと共に、荒尾干潟をよく知らない人
に、重要性を説明して関心を呼び起こす活動を行っています。 生徒た
ちもボランティアスタッフとして活動し、たくさんの子どもたちが荒尾干
潟に生息している生物とのふれあいを楽しむことに貢献しています。
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■水防災グループ 「水防災・減災について」

球磨川下流域の景観デザイン 星野 裕司（熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター・准教授）

　国土交通省八代河川国道事務所では，球磨川の遙

拝堰から河口部に至る下流域を対象として、「球磨川下

流域環境デザイン検討委員会」を開催しています。 ここ

では、球磨川下流域の景観デザインについて、基本的な

考え方と具体的な事例について紹介します。

　まず、公共空間を居心地の良い場所とする景観デザイ

ンは、自然災害への防災や減災において、どんな意味を

持つのでしょうか。 一つ目は，土木構造物の見た目を整

え、できるだけ美しいものとすることです。 二つ目は、人々が

集う場をつくるということです。 大きな自然災害に襲われ

た時、自分一人では自分の身を守ることはできません。

人々が日常的に集える場をつくることは、非常時に助け

合うコミュニティの力を強めることに大いに役に立ちます。 

そして三つ目は、自然に触れる経験を提供し、人々が自

然を身近に感じることができるようにすることです。想像

を超えた自然災害が頻発する現在では、このように、日

常的に自然に触れ、自然に対する意識を高めていくこと

が重要となると思います。

　また、景観デザインにおいては、その場所の歴史を大

切にすることが重要です。 なぜなら、その歴史には、人々

と自然が共存してきた履歴や知恵がしっかりと保存され

ているからです。 温故知新といいますが、そのような考え

方は、防災や減災、あるいは景観デザインにおいても重

要となります。

　以上のような考え方に基づいた球磨川下流域の景

観デザインを二つ紹介します。 一つは遙拝堰直下の八

の字堰の復元です（写真-1）。 ここには以前，加藤清正

がつくったといわれる八の字の形をした石組みの堰が

ありました。現代の河川改修によって堰は失われてしま

い、鮎の産卵ができなくなるなど、環境が悪化してしまい

ました。 そこで，国土交通省は，伝統的な石組みの技術

と現代の河川技術を組み合わせて、その八の字堰を復

元しました。 その結果、多様な水の流れが生まれ、生き

物にとって豊かな環境が再生しました。 また、そのような

水の変化は、人々にとっても楽しい場所となります。 この

八の字堰は、令和2年7月豪雨でも壊れませんでした。今

後は、まわりの河岸を人々が集える場所として整備して

いきます。 二つ目は、八の字堰のさらに下流，2km以上

にわたる萩原堤です。 この護岸は数年前に補強され、

令和2年7月豪雨では八代の人 を々洪水から守りました。

しかしこの萩原堤は、洪水を防ぐだけではなく、以前に

はお花見をしたりピクニックをしたり、人々の憩いの場所

でもありました。 そこで現在は、少しずつ遊歩道や石組

みの水辺を再現し、人々が日常的に憩えるような場所づ

くりを進めています（写真-2）。

写真 -1 八の字堰と遊ぶ人たちの様子

写真 -2　萩原堤と水際の遊歩道
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■水防災グループ 「水防災・減災について」

球磨川における河川管理・防災の取組について 酒匂 一樹 （八代河川国道事務所）

１．はじめに
　球磨川流域は、梅雨前線及び台風による大雨が降
りやすい九州中央部の多雨地域に位置しており、流域
は約8割が山地で急峻な地形である。
　球磨川流域は、氾濫域が広く人口・資産が多い下
流部、山間狭窄部で洪水被害の頻発する中流部、す
り鉢状の盆地で降雨が集まりやすい上流部に大別さ
れる。 八代市については、その中でも下流部～中流部
に位置する。
　国土交通省八代河川国道事務所（以下、「事務所」
という。）では、①治水（災害の防止）、②利水（河川の
適正な利用）、③河川環境の保全を目的として、球磨
川の管理を行っている。
　尺アユと呼ばれる大型のアユが泳ぎ、舟下りやラフ
ティングなどで地域
の方々から親しま
れ、古くから人々の
生活、文化と深い
結びつきを持って
いる球磨川にお
ける、河川管理・
防災の取組につ
いて紹介する。

球磨川を管理する事務所においては、昭和12年より河
川改修を行っており、河道の拡幅、築堤、掘削に始まり、
現在は、下流部の堤防補強対策や中流部の宅地嵩
上げ等を実施している※２。
※１：瀬戸石山の崩壊、    ※２：令和2年7月豪雨前の状況

３．防災ソフト施策
　事務所では、防災の取組として、前述の河川改修だ
けでなく、ソフト施策も行っており、そのうち、代表的な
ものを2つ紹介する。
 1つに「防災教育」がある。球磨川を題材として、洪水
の恐ろしさや避難時の対応についてなどを事務所の
職員が各地区の学校に出向いて授業するほか、教材
の貸し出しを行い先生方の授業の支援を行っている。
次に、有事の際の状況を予め想定して、各自治体や

関係機関の行動
を時系列で整理し
た「タイムライン」に
ついて、各自治体
が作成するための
支援を事務所で
は行っている。

４．河川環境の保全・再生
　事務所では、自然豊かな球磨川に対して、非常時だ
けでなく、平常時のことを考えた取り組みも行っている。
川の中を掘削した土砂を有効活用した、河口部にお
けるヨシ原の再生や、約400年前に築造された「旧遙
拝堰（八の字堰）」の形状を再現して、アユの産卵場と
なる瀬を再生する事業を取り組んでいる。

２．これまでの河川改修
 球磨川流域においては、たびたび大きな洪水被害を
受けてきた。 記録に残っている中で最も古いものは寛
文9年8月(1669年9月)洪水で、最も新しいものでは、
現在も各地区で被害の爪痕が深く残る令和2年7月豪
雨がある。 特に八代市で被害の大きかったものでは、
宝暦5年6月9日（1755年7月17日）に発生した瀬戸石
崩れ※１による洪水があり、土石流や河道閉塞によって
八代市の左右岸（高田、萩原堤）で決壊し、死者506
名に上った。
 球磨川の河川改修の歴史は古く、八代においては、
加藤清正統治下1600年頃に行われた事業について
の記録があり、旧遙拝堰（八の字堰）は1608年頃、萩
原堤防は1621年頃に整備された。

▲球磨川流域

▲出前講座（防災教育）の様子

▼アユの産卵状況

現在の八の字堰▶
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■水防災グループ 「水防災・減災について」

自然と生きる 岩坪 要（熊本高等専門学校八代キャンパス 教授）

　「水」は人が生きていくために不可欠であり、これまでも「水」の恩
恵を多く受けてきている。 人が「水」を得るために川沿いに集落を
作り，田畑を耕し農作物を育て、川で漁をして生活の糧としてきた。
地域ごとに様々な経緯があったにしろ「そこに川があるからここに
住もう」としていたと考えられる。 さらに川は山々の間を縫うようにし
て流れているため、空から降る雨も貴重な「水」であったと考えられ
る。 しかし、時には普段の川と様相を変えることもしばしばあり、雨
が少ないと水量が減り農業用の水の確保が難しくなり、大雨が降
ると時には氾濫して農作物や住家に被害を与えていた。 注目した
いのは、人々はそこから移動することはなく住み続けていた点であ
ろう。 暴れる川も自然、雨も自然、自然の力には叶わないから上手
に付き合ってきたのではないかと考えらる。 八の字堰もその考えか
ら加藤清正が作らせたものである。 近代になると、川沿いに発電
所が建設され、貴重な電力を生み出す場所となった。 深水発電所
は製紙工場のために建設されたもので、1921年に建設されてい
る。 ただし、技術の進歩は「川と付き合う」から「川から人を守る」と
いう考え方も生まれ、過去には自然の形すら変えるような事も行わ
れてきてしまった。 このように川と上手に付き合ってきたが、「令和2
年7月豪雨」では改めて自然の猛威を見せられ、改めて川との付き
合い方を考えさせられる機会となった。 様々な技術が進歩してきて
いるが、「自然の予測」には限界があり、常にそれを超える状況にな
ることが多く、これらが「自然災害」となっている。 地球規模の環境
変化も相まって、その対応はますます困難になっている。 しかし大
事なのは、そこにある川は、この地域を代表する貴重な愛すべき川
であることである。 どのように川（自然）と付き合っていくかを改めて
考える時期に来ている。

遥拝堰付近（八代市　球磨川）

八の字堰（八代市　球磨川）

深水発電所（八代市　2006年撮影） 深水発電所跡（八代市　2020年撮影） 麓橋（流失　人吉市　鳩胸川）

鎌瀬橋（流失　八代市　球磨川） 松本橋（流失　球磨村　球磨川） 坂本町付近（八代市　百済来川）
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■水防災グループ 「水防災・減災について」

生態系を活用した防災・減災（Eco-DRR） 山田 勝雅（熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター・准教授）

【生物多様性の保全】
　なぜ、生物多様性を保全することが、地球にとっ
て、私たちの暮らしにとって、重要なのでしょうか。 そ
して、どのように重要なのでしょうか。 そもそも、生物
多様性とは一体何なのでしょうか。 「生態系が擁す
生物多様性が私たちの暮らしを豊かにしている」と、
最近よく耳にしますが、これは本当なのでしょうか。 
そして、この言葉にはどういう意味が内包されてい
るのでしょうか。

　生態系とそれを構成する「種」は、1種1種が唯一
無二とも言える「生態を成り立たせるための役割」
を果たし、その種の集合体として生態系が成り立っ
ています。 このことは言い換えると、たった1種の絶
滅が、生態系そのものの崩壊すらもたらしてしまう
可能性があることを意味します。 しかし，そのたった
1種の絶滅が生態系そのものを崩壊させることを
私たちが身近で実感できることはあまりありません。
1種の絶滅は、「対岸の火事」程度に思ってしまう
方も多いと思います。 しかし、「風が吹けば桶屋が
儲かる」と例えられる通り、その一種の絶滅はじわ
じわと私たちの暮らしや生活に影響してきます。

【種の絶滅が私たちに及ぼす影響】
　私たちは日々の生活において，知らない間に「生
態系サービス」と定義される「自然の恩恵」を享受し
ています。 例えば、「回転すしで魚がいつでも食べ
れる」、「海水浴が楽しかった、「空気が美味しい」
などがその良い例かもしれません。 1種の絶滅はこ
の「生態系サービス」の著しい低下をもたらすこと
が現在強く懸念されており、実際に種の絶滅によっ
てどのような「生態系サービスの低下」がもたらされ
るかを様々な研究アプローチによって検証が行わ
れています。

【Eco-DRR】
　さらに近年、多種が構成する生態系が防災・減
災への強い効果を示すことを意味する「Eco-DRR 
（生態系が防災する）」といった概念が多くの研究
機関で積極的に行われています。 しかし、この概念
は決して近年になって創発されたものではありませ
ん。 昔から生態系は防災・減災の効果があること
は認識されてました。 例えば、海岸に林道（林を起
点とした生態系）を意図的に構築することによって、
防風・防砂・防津波の役割を果たしていることなど
の事例を、皆さんも目にしたことがあると思います。

　私が担当するグループ内セッションでは，生態系
における生物多様性保全の重要性（1種を守る必
要性）の知見を皆さんと共有するとともに、それによ
ってもたらされる生態系の崩壊がどのようなプロセ
スで起こるかを議論したいと思います。 さらに、一種
一種によって構成された生態系にどのような防災・
減災の効果があるのか、世界やわが国で行われて
いる事例を交えて紹介するとともに、新たな「防災
生態系」の創出を皆さんと一緒に考えたいと思っ
ています。

　また、生物多様性保全やEco-DRR実現のため
に、私たちは一体どんなアイディアや取り組みをなす
べきかを皆さんと一緒に考えることができればと思
っています。
　その実例として八代海の干潟に生息する生物種
を紹介し、その生物たちが干潟の生態系に果たす
役割について議論をし、生物多様性保全について
具体例を交えながら、相互に理解を深めたいと思
っています。
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■水防災グループ 「水防災・減災について」
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■水の歴史グループ 「八代の土木治水の歴史と日本遺産」

■八代の町の歴史（城下町）
八代の町は弥生時代から平安時代にかけては豪族が支配し

ていましたが、今から６７０年前の西暦１３３０年には名和氏が八
代地方を治め、現在の遙拝堰右岸付近に山城を築き、城下町を
形成していました。 その後、天正（てんしょう）16年（1588年）、宇
土・益城・八代・天草の領主となったキリシタン大名・小西行長（
こにしゆきなが）が、古麓城（ふるふもとじょう）を廃して、重臣の小
西行重に命じて麦島の地に城を築かせました。 当時麦島は中世
以来の貿易港の徳渕（とくぶち）の津と球磨川に挟まれた水運に
適した場所であり、球磨川と前川を外堀として活用していました。
　慶長（けいちょう）5年（1600年）の関ヶ原の戦い後、八代は加
藤清正（かとうきよまさ）の治めるところとなり、麦島城も加藤氏の
支城（しじょう）となりました。 元和（げんな）元年（1615年）、大坂
夏の陣で豊臣氏が滅亡すると「一国一城令」が出されたが、肥後
国の加藤領は例外として熊本城と麦島城の二城が残されました。
麦島城は同5年3月の地震で倒壊したが、幕府の許可を得て翌6
年の2月に現在の松江城町で城の再建が始まり、同8年に現在の
八代城（松江城）が完成しています。

＜球磨川下流域の洪水対策と利水の仕組み＞
①遙拝地点において、八の字の形をした遙拝堰により、平常時は
左右岸へ用水の補給がなされ、堰中央部は舟運のため切り欠い
ている。⇒ 【用水の確保、舟運】

②八の字堰は床止機能を有し、洪水流を川の中心部に集め、流
れの勢いを押さえ、萩原堤には石ハネを設置し、この一帯を遊水
地として利用している。⇒ 【洪水対策】

③その後、八代城下への洪水流を抑えるため、横越流方式による
敷石（旧前川堰）による洪水分流がなされ、再び野上地区一帯は
遊水池となる。⇒【洪水対策、※城下町を守る】

④溢れた流水は徳淵の津あたりで狭められた川幅により流速が
増し、船の航路維持を図った。⇒ 【舟運※航路維持】

⑤八代城下にとっては、前川、球磨川は城の外堀であり、島津藩
に対する国防の要所であったようである。⇒ 【国防】

■藩政時代の土木治水技術を考える
球磨川の本格的な普請（土木工事）は今から約４００年前の

藩政時代から行われており、加藤清正、加藤正方、細川三斎そし
て松井家により行われて現在に至っています。 その工法は巧みな
もので土木治水の神様と呼ばれた清正公の思いが引き継がれ
ているようです。 ここではその仕組みについて現代の治水工学に
照らし合わせて紹介します。 以下の絵図面には完成形に近い土
木普請がなされている。

■国際港湾としての河港
今から約400年前から、徳淵の津、栴檀の津、御仮屋の港、その

後時代が変わり、蛇篭港、内港、外港へと国
際港湾として発展し、現在に至っています。 
球磨川と八代海の良好な立地条件により港
が発達し、中央政府は重要港湾として古から
加護されてきました。

八代の城址の位置図

天保７年（1836年）八代城主松井
督之の時代に描かれた球磨川絵図

江戸時代の球磨川の絵図面

現存する石はね 球磨川下流の洪水対策と利水の仕組み

藩政時代の河港 徳淵の津 かつての蛇篭港 クルーズ船来航

球磨川下流の土木治水史 川口 芳人（一般財団法人 河川情報センター）
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■水の歴史グループ 「八代の土木治水の歴史と日本遺産」

八代のまちをつくった土木技術 田中尚人（熊本大学熊本創生推進機構・准教授）

　人口約13万人，熊本県第二の人口規模を持つ八代市
の中心市街地が位置する八代平野は、遠浅の八代海（不
知火海）の東側に形成された南北に細長い沖積平野で、
平野の半分近くが近世以降の干拓地である。 主な流入
河川は，球磨川・氷川・砂川等であり，これらが扇状地や
三角州を形成してきた。
　全国でも指折りの八代干拓事業は，近世から昭和期ま
で最先端の土木技術が注ぎ込まれてきた成果であり、現
在の八代平野の３分の２はこの干拓によって生まれた土
地である。 八代市内各地にはあちこちに干拓事業に関す
る遺構があり、このうち現存する樋門のいくつかは重要文
化財や史跡として高い評価を受けている。
　現存する八代の干拓施設群は、江戸時代の干拓施設
と近代以降の干拓施設に大別される。 江戸時代の干拓
施設として、①高島新地旧堤防跡、②大鞘樋門群及び③
七百町新地潮請堤防がある。近代以降の干拓施設として、
④旧郡築新地甲号樋門及び⑤郡築二番町樋門がある。

①高島新地旧堤防跡
現存する堤防跡は全長約85ｍ、幅約9.4ｍの直線状で、

高さは最高部で4.5ｍ。 築石は石灰岩の自然石または粗
割石を用いた野面積みで築かれている。 干拓地側に面し
た部分と堤防上部は後世に掘削されているために当時の
姿を確認することはできない。 堤防は二段構成で上段と
下段間は幅約２ｍの平場となっている。

②大鞘樋門群
八代市鏡町を流れる大鞘川に架かる樋門群。 これらは

四百町新地開に伴い、干拓地最北端に設けられた。当初
は５基の樋門が建設されたが、現存するのは「殻樋（から
ひ）」「二番樋」「江中樋（こうちゅうひ）」の３基。完成年は，
干拓が完了した1819（文政２）年と考えられる。 いずれも
上部を潮受け堤防として用いるために切石積石垣で構成 
近世に建設された干拓樋門が大きな改変を受けずに残
されている貴重な土木遺産である。
　殻樋は平成23年7月の大雨のため樋門上部が崩落し、
現在応急的保存措置が取られている。 江中樋は平成28
年熊本地震によって被災し。鞘石垣は保存修復作業を実
施し、樋門全体を固定する措置が取られている。

④旧郡築新地甲号樋門 附・潮受堤防
球磨川の河口北方に広がる干拓地に築かれた干拓樋

門で、1900（明治33）年に起工、翌年に竣工した。 煉瓦造
10連アーチ式通水部の上方及び左右に、切石を垂直に
積み上げたもので、樋門の海側には南北約１kmにわたり
石造潮受堤防を残す。 旧郡築新地甲号樋門は、明治の
干拓事業として有数の規模を誇る八代海干拓事業の代
表的遺構であり、わが国に現存する組積造樋門として最
大規模を有する。 樋門壁面の切石積に巧緻な石積技術
が発揮され、明治を代表する干拓樋門として重要である。

⑤郡築二番町樋門
明治期に八代郡役所が干拓を行った事業地の堤防に

設けられた樋門で、1936（昭和11）年の高潮被害後の補
強改良工事時に設けられた。 石造３連アーチからなり、上
部は石造の布積みとし、曲線を用いた細部なども相まって、
干拓事業の象徴として親しまれている。③七百町新地の樋門跡

1821（文政４）年に築かれた七百町新地潮請堤防とと
もに築造された樋門跡が３か所残っている。 石垣状護岸
にスリットが見られ、樋門であった形跡がみられる。

②大鞘樋門群・二番樋

④旧郡築新地甲号樋門

【参考資料】　八代市ホームページ／八代市教育委員会：『八代干拓遺跡群調査
報告書』，2018／文化庁・文化遺産オンライン
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■水の歴史グループ 「八代の土木治水の歴史と日本遺産」

遺産をみると未来がみえる

１．日本遺産　日本遺産(Japan Heritage)は、地域の歴史的魅力
や特色を通じて、我が国の文化・伝統を語るストーリーを文化庁が
認定するものです。 ストーリーを語る上で欠かせない魅力あふれる
有形や無形のさまざまな文化財群を、地域が主体となって総合的
に整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくこ
とにより、地域の活性化を図ることを目的としています。（文化庁HP）
ここで、「世界遺産」(World Heritage)や「文化財」は、遺産の「保
護」を目的としたものに対し、「日本遺産」は、「活用、発信すること
で地域活性化を図る」ことを目的としているところが、両者の大き
な違いとなっています。 2020年6月現在、104件が「認定ストーリー」
として登録されています。　
２．八代の日本遺産　本年2020年6月、八代市が申請していた
「八代を創造（たがや）した石工たちの軌跡～石工の郷に息づく

石造りのレガシー～」のストーリーが日本遺産に認定されました。

　それではなぜ人気なのでしょう。 私はその理由が三つあると考
えています。 一つ目は、徹底的な下調べにより「知的好奇心」を満
足させる情報が盛り込まれていることです。 その情報のマニアっぷ
りは中途半端ではなく、専門家もうなるような内容が詰め込まれて
います。 さらに、同行する専門家の話をかみ砕いて話すタモリさん
の解説は極めて秀逸です。 二つ目はタモリさんの謎解きが痛快で
あることです。 みなさんも、通学路や遊びにいった場所で不思議
なものをみつけると、それが何なのか知りたくなりませんか。 ぜひそ
の謎解きに挑戦してみてください。 その不思議なものに愛着がわ
いてくるはずです。 そして、三つ目は映像が綺麗であることです。 日
常の街角の風景、雄大な黒部渓谷と巨大な黒部ダムの風景、どれ
を切り取っても美しい。 美しい映像や写真は人の目を引き、魅了
するものです。　
　私は、この番組に、地域の未来を創るヒントが詰まっていると
考えています。 ぜひ皆さんも八代の郷土史を読み、かみ砕き、カメ
ラを片手に街歩きにでかけてください。 そこには、その土地特有の
地形、地質、災害との戦いの痕跡をみつけることができます。 そして、
そこに人の暮らしを守り、支える大小の構造物をみることができる
でしょう。 その一つ一つに与えられた使命があり、それが造られる
に至った経緯（ストーリー）があります。 先人たちの思いと苦労に
思いを巡らせるとき、街を造りあげてくれた先人たちへの感謝が生
まれるでしょう。 ぜひそれを家族や友達、将来は自分の子どもたち
に写真をみせながら語ってください。 故郷を愛し、郷土を知り、次
の世代にそれを伝え、「未来の安全な暮らし」に繋げていくこと。 
それこそがいまを生きる者の使命だと考えています。

ストーリーの概要（八代市申請資料より）

　かつて全国で築かれた「めがね橋」の４分の１が分布する熊本。
そのほとんどは、八代で生まれ育った石工たちによって手掛けら
れました。彼らの卓越した手腕は日本各地で必要とされ、「神田万
世橋」や「通潤橋」などの架設を成功に導き、全国に名声を轟かせ
るまでに至りました。 それ故に、八代は多くの「名石工」を輩出した
「石工の郷」と呼ばれています。
　石工たちは、八代に甲第な平野と豊かな実りをもたらした「干拓
事業」や、地域の交通を支えた「めがね橋」の架設などに携わり、
八代の発展と人々の生活基盤づくりに長きにわたって貢献する中
で、己の技を磨き上げ、名もなき石工から名石工へと成長していっ
たのです。
　彼らが築いた堅牢な干拓樋門、川面に美しいアーチを描くめが
ね橋、見事な棚田の石垣などの石造りのレガシーは百余年たっ
た今も、まちの景観や人々の暮らしの中に生き続けており、訪れる
人 を々「石工の郷」への誘ってくれます。

　このストーリーは、石橋群のほか、国名勝の水島、国史跡の八代
城跡、国重要文化財の旧群新地甲号樋門など24件の遺産から構
成されています。 皆さんはその中にお気に入りの遺産はありますか。
３．名もなき遺産に学ぼう　皆さんは、ＮＨＫで放映されている「
ブラタモリ」という番組をご存じでしょうか。 街歩きの達人、タモリさ
んが、ブラブラと街を歩きながら地形や土地に残された痕跡の謎
を解き明かしながら、町の歴史や文化に迫る番組です。 この番組
は、2011年日本地理学会賞受賞を皮切りに、国土地理院「測量の
日」功労者、日本地質学会表彰などを受賞したことから、土木や地
質の専門家からも注目され、評価も高い。 しかも、一部のマニア向
けの番組と思いきや、ほぼ10％以上、ときには20％近い視聴率を
かせぐ人気番組となっています。
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松永 昭吾（株式会社インフラ・ラボ）

写真-1　笠松橋（1869年完成、松永撮影）

写真-2　鍛冶屋上橋（1804年完成、松永撮影）

・松永昭吾 matsunaga@infrastructure-lab.com
・インスタグラム https://www.instagram.com/matsu.bridges/



土木の神様：清正公さん、用水の神様：遥拝さん 宗覺寺、豊葦原神社（遥拝神社）

■土木治水の神様清正公さん
1600年関ケ原の戦い後、肥後54万石の城主となった加

藤清正は荒れた領地を開拓するため、菊池川、白川、緑川、
球磨川の川普請（河川工事）や干拓、築城を行い、その工法
は巧みで土木治水の神様と呼ばれ、後世加藤神社と呼ばれ
る神仏化さてれいる。
　工事にあたっては、現地調査を入念に行うとともに作業
を行う人々への気遣いを怠らなかった。 その人柄に対して
「せいしょこさん」と現在も呼ばれる所以です。

■清正の愛した美しい八代
加藤清正の嫡男忠正は賢く、親孝行の息子であったが、わずか9

歳にして疱瘡（ほうそう）にて病死しました。 父母の悲しみは相当なも
ので、毎日泣いて暮らしたそうです。 ある日夢枕に「山が東西に連なり
、川が北の方に流れる谷間で遊んでいる」と知らせ、清正は早速国の
絵図を開くと、現在の宗覺寺のあたりであり、ここの墓をつくって、菩提
寺（本成寺）を建てました。 清正にとっても忠正の墓所にふさわしい
美しい場所だったのでしょう。

■水の歴史グループ 「八代の土木治水の歴史と日本遺産」

■清正の意向は正方、細川、松井へ伝承
加藤清正は1600年に肥後入国後、1611年に死亡し、1632年

に加藤家は滅びました。 清正は11年間で様々が工事を行ってい
ますが、県南の球磨川の改修は晩年に行われ、途中段階であっ
たと思われ、その意向は八代城代の加藤正方、細川、松井の時
代に引き継がれました。 ここ八代の国づくり、川づくりは清正が青
写真を描いていたのでしょう。 球磨川下流の用水系統図400年
前と殆ど変わっていない！
■用水の守護神！五穀豊穣の神！ 遥拝さん（豊葦原神社）
豊葦原神社（遥拝神社）は建武二年（1335）河内義真が荘園

を守るため居城を古麓の上り山一帯に築き、八代城下に用水の
取り入れ口として杭瀬を作った。 これが遥拝堰の起こりで、これら
用水施設の総鎮守として、南岸の高田山の麓に賀茂宮を勧請し
、用水の守護と五穀豊穣の神と尊んだとある。 その後、清正の時
代に入り、遥拝堰をはじめ萩原堤などが築造され、その技術は現
代の河川工学に引けを取らない技術である。 遙拝堰は、清正入
国して着手した事業の中でも、晩年に近い慶長13年（1608）頃
に造られた。 八の字型は、急流である球磨川の力を斜めの堰で
減殺し、長い堰体で流れを南北に分け、さらに、流れの先に設け
た樋口で水を広大な八代平野の田畑に取り込む仕組みとなっ
ていた。

球磨川下流の用水系統図
400年前と殆ど変わっていない！

豊葦原神社（遥拝神社）

『領内名勝図巻第十巻求麻川筋（1793年：寛政5年）』

豊葦原神社（上宮から望む） かつての遥拝堰（八の字）

加藤清正の人柄、川普請の心得

加藤清正像（本妙寺）

萩原堤防の石ハネ
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講師プロフィール

中田 晴彦   （熊本大学 准教授）
兵庫県生まれ。 愛媛大学大学院連合農学研究科で環境化学を専攻する。熊本大学理学部に赴任後は、有害化学物質やプラスチック
による環境汚染と生物濃縮の態様等に関する調査研究を国内外で行っている。 八代市では行政の協力を得て、地下水質の調査を
行っている。現在、山鹿市環境審議会委員長と熊本市環境審議会委員を担当している。

逸見 泰久   （熊本大学・教授）
干潟・浅海域・塩性湿地の動植物、特に底生動物（ベントス）の生活史や行動生態を長年にわたって研究。対象としてきた生物は、チゴ
ガニ・ハクセンシオマネキ等のカニ類、タイラギ・ハマグリ等の二枚貝、ヨシ・ヒガタアシ等の塩生植物と多様。上天草市にある熊本大学
の附属施設・合津マリンステーションに勤務。この施設は、球磨川の河口のはるか遠方にある。環境省・国土交通省などの委員も歴任。

高野茂樹   （八代野鳥愛好会）
1947年、熊本県八代市生まれ。八代高校を卒業し、熊本大学で生物学を学び、熊本県の高校生物教師として働く。退職後、熊本大学大
学院後期博士課程でクロツラヘラサギをテーマに研究、2014年、博士（理学）取得するなど、野鳥に目を向けながら過ごした。1997年
4月から八代野鳥愛好会会長。2004-2019年日本野鳥の会熊本県支部長を務める。2011年より日本クロツラヘラサギネットワーク代
表。1999年以降、環境省モニタリング1000のシギ・チドリ調査に参加。2000-2002年には日韓共同干潟調査に参加して水鳥を調査。
2003年、熊本県環境賞を受賞。2015年、地域環境保全功労者環境大臣表彰を受ける。

長谷川 万紗　（八代河川国道事務所 技官）
平成26年に八代市入庁し、6年間勤務した後、今年4月から出向で八代河川国道事務所に赴任し、土木初心者ということもあり、未熟者
ですので日々業務に奮闘しております。 現在は、球磨川の水辺環境における小学生向けの環境・防災学習、干潟の再生に関する調査や
水質管理、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形成を目指した『かわまちづくり』を八代や人吉などで取り組んでおります。

豊田 啓勤　　（一般社団法人 八代青年会議所　2020年度  第61代理事長）　
（青年会議所とは） 世界組織である青年会議所は明るい豊かな社会の実現を理想とし、メンバーが共に向上し合い、社会に貢献しよ
うという理念のもとに各地に活動・運動を行っております。 「修練」「奉仕」「友情」の三つの信条のもと、より良い社会づくりをめざ
し、ボランティアや行政改革等の社会的課題に積極的に取り組んでいます。八代青年会議所においては、1959年より活動を開始し、
今年で61年目を迎えます。これまでの活動としては、九州三大祭りの妙見祭の復元や国際スリーデーマーチの開催、その他地域の課
題に向けた取組みを行っております。

古賀　碧   （株式会社Ciamo　代表取締役）
1994年、熊本県あさぎり町生まれ。現在、崇城大学 大学院 工学研究科 
博士課程　応用生命科学専攻に在学中。学部２年次に、地方の魅力を発信したいと感じ、地場資源を商品化する事業を開始。
翌年、球磨焼酎と熊本県産の果物を使ったリキュール「ごくりくま」を全国に販売。その活動を通じて焼酎蔵の課題を知り、自
分の専門性が役に立つと考え、本事業を立ち上げる。現在、微生物資材の認知度向上をはかり、社会全体が“ 環境問題”を理解
する土台構築に取り組んでいる。これまでに第6回全国英語プレゼンコンテスト「文部科学大臣賞」、第13回キャンパスベン
チャーグランプリ全国大会「文部科学大臣賞」 等を受賞。

藤川 貴史　（八代市 環境課）
八代市役所環境課に勤務。熊本大学理学部を卒業後、平成27年に化学の専門職として八代市役所に入庁し、環境課へ配属。今年度で、
環境課に配属されて６年目。 現在、公害に関する分野では大気関係と悪臭関係、それ以外では地下水関係と地球温暖化関係の４つ
の業務を主に担当。その他、多様化する環境行政について、日々勉強中。

金子 好雄   （NPO法人白川流域リバーネットワーク・代表理事）
1951年10月：東京都大田区大森生まれ　専門分野：衛生工学、水環境工学、保全生物学　所属：熊本学園大学経済学部・社会福祉学部
非常勤講師（環境論Ⅰ／Ⅱ（自然環境）担当） 　社会活動：NPO法人白川流域リバーネットワーク代表理事・江津湖研究会副会長・（一
社）地域共生・資源活用協会理事・熊本県文化懇話会環境文化部会員・熊本県環境教育指導者　他
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講師プロフィール

竹下 将明　（荒尾市市民環境部環境保全課 副主任）
荒尾市市民環境部環境保全課企画調査係　副主任、 1977年生まれ。大学卒業後、平成18年荒尾市役所入庁。 平成31年に環境保全課
に異動。令和２年度より、荒尾干潟関係業務の担当となる。 現在、荒尾干潟のワイズユースを伝えること、いろいろな干潟の良さを
伝えることができるように学びながら、業務に取り組んでいます。

岩坪 要　（熊本高等専門学校八代キャンパス 教授）
熊本大学を修了後、平成8年に当時の八代工業高等専門学校（現在の熊本高等専門学校）に赴任。橋梁工学を専門としており、特に鋼
橋や石橋についての研究を続けている。 最近は災害についての研究に力を入れており、「2016年熊本地震」の後には耐震対策につい
てや、この間の「令和2年7月豪雨」での橋梁流失についての検証など、今後自然災害が発生しても被災を軽減できるような研究を進
めている。

出水　享　（長崎大学）／ニックネーム：デミー
長崎大学大学院工学研究科 博士（工学）・防災士/福岡県出身、1979年生/2015年に軍艦島3Dプロジェクトでグッドデザイン賞。 2016
年にインフラ構造物の維持管理技術で国土技術開発賞(国土交通大臣表彰）。 噂の土木応援チームデミーとマツのデミーとして子供
たちに土木イベントを通して土木の使命と価値を伝える活動を実施。 （公社）土木学会土木広報大賞2018優秀賞、2019準優秀賞。発
想力・行動力・発信力が武器。  Twitterアカウント @DemizuAkira 

星野 裕司　（熊本大学くまもと水循環・減災研究教育センター 准教授）
1971年生まれ。東京大学大学院工学系研究科修了。専門は景観デザイン。社会基盤施設のデザインを中心に，都市，河川，公園，農村，
震災復興など，様々な地域づくりの研究・実践活動を行い，球磨川下流域環境デザイン検討委員会へ参加。主な受賞に、土木学会論文
奨励賞、2012年グッドデザイン賞サステナブル・デザイン賞（曽木の滝分水路）、都市景観大賞（熊本駅周辺都市デザイン）など。

森田 洋　（北九州市立大学 教授）
1970年名古屋生まれ、奈良育ち。 1999年九州大学大学院農学研究科博士課程修了、博士（農学）。八代高専（当時）生物工学科助手を経
て、2001年より北九州市立大学国際環境工学部講師。2006年、同助教授。2014年より同教授。 立ち上げより、次世代のためにがんばろ
会の顧問を務め、室内環境学会評議員、日本防菌防黴学会評議員、農林水産省地理的表示法区分別検討委員等も務める。敷物新聞社
特別功労賞（2006）、ものづくり日本大賞特別賞（2012）等受賞。

松浦 弘　（熊本県立岱志高等学校理科部 顧問）
熊本県立岱志高等学校の教諭。令和元年度の地域環境保全功労者表彰を受けました理科部の顧問です。
2012年に荒尾干潟がラムサール登録湿地となって以来、生徒たちと干潟のベントス調査を行い、荒尾干潟保全・賢明利活用
協議会作業部会や、荒尾干潟水鳥湿地センターでの活動を行っている「しろちどりの会」での活動も行っています。
岱志高校理科部は、2019年夏から「カニの胃袋から海洋プラスチックゴミの問題を考える」と題したプロジェクトに取り組
み、熊大の中田研究室協力のもとアシハラガニから約１mmのポリエチレンを検出しました。有明海の生物体内からマイク
ロプラスチック初検出でしたので、新聞にも取り上げていただきました。

酒匂 一樹　（八代河川国道事務所）
福岡県出身。1990年生まれ。 2012年3月九州大学工学部地球環境工学科卒業。 2014年3月九州大学大学院工学府都市環境システム工
学専攻修了。 2014年4月国土交通省入省。 水管理・国土保全局河川環境課企画係長、大臣官房技術調査課技術調査係長を経て、2020
年9月より九州地方整備局八代河川国道事務所調査課長（現職）。

山田 勝雅　（くまもと水循環・減災研究教育センター 沿岸環境部門 准教授）
専門：沿岸生態学、多様性科学、水産科学。  干潟・藻場・海草場や河口などの人間にとってなじみ深い沿岸域に生息する生物種（魚介
類や甲殻類）や生態系に関する研究を行っている。 自然・環境から享受できる水産物などの恩恵と、人間社会とのより良い共生関係
に新しい視点をもたらすことを目指している。
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講師プロフィール

川口 芳人　（一般財団法人 河川情報センター 福岡センター 所長）　技術士（総合監理部門、建設部門）
1981年：国立八代工業高等専門学校　土木工学科卒業／1981年：建設省九州地方建設局川内川工事事務所入省
（主な役職）　・八代河川国道事務所副所長　・緑川ダム管理所長    2019年：国土交通省退職／2019年：一般財団法人 河川情報セン
ター 入社　1994年に地元八代に自宅を構え、八代を拠点に各事務所にて国土交通行政に携わる。退職後は河川情報センターにて九
州沖縄管内の雨量レーダー、水位計等の異常値に関する監視業務を行っている。 球磨川堤防沿いに自宅を構え、毎日、球磨川を眺め
ながら、趣味の釣りと河畔沿のジョギングを楽しんでいる。 特に釣りについては、夏は鮎の友釣り（経歴15年）、春秋冬は海釣り、釣
りができないときは硬式テニス（経歴35年）と多忙な日々を過ごしています。

田中 尚人　（熊本大学熊本創生推進機 准教授）
1971年生まれ。 京都大学大学院工学研究科博士後期課程中途退学。博士（工学）。京都大学大学院工学研究科助手、岐阜大学工学部講
師を経て、2006年より熊本大学大学院自然科学研究科准教授、2010年より現職。 
主な著書に『都市を編集する川－広島・太田川のまちづくり－』 （共著、渓水社） 、『風景のとらえ方・つくり方 九州実践編』（共著、共
立出版）など。特定NPO法人故郷復興熊本研究所理事。

松永 昭吾　（株式会社インフラ・ラボ代表取締役）
1970年生まれ。 博士（工学）[九州大学]、技術士、土木学会上級土木技術者。橋の設計・維持管理、災害調査・復旧計画を専門とする土木
技術者、研究者。大分高専などで非常勤講師、長崎大学などで外部講師をつとめるかたわら、噂の土木応援チームデミーとマツとし
て、子どもたちに土木や防災についての教育、体験イベントを開催している。 （公社）土木学会地震工学委員会委員、（一社）ツタワル
ドボク副会長、土木写真部福岡支部長。
土木研究所理事長表彰、国土交通省事務所長表彰、内閣府局長表彰、土木学会土木広報大賞などを受賞。50歳。



主催／「青少年水サミット2020㏌八代」実行委員会
　　　（次世代のためにがんばろ会）
共催／熊本大学 くまもと水循環・減災研究教育センター
後援／国土交通省八代河川国道事務所　
　　　八代市　八代市教育委員会
助成／一般社団法人九州地方計画協会　
         公益財団法人河川財団　
　　　公益財団法人再春館「一本の木」財団
問い合わせ／E-mail：kankyo@eco-yukarin.info
　　　　　　TEL080-5253-5081（事務局：松浦）

公益財団法人河川財団による
河川基金の助成を受けています。

青少年水サミット2020 in 八代は、（一社）九州地
方計画協会、（公財）河川財団、（公財）再春館「一
本の木」財団の助成を受けて実施されます。

〈次世代のためにがんばろ会〉

球磨川河口と八代市街

クロツラヘラサギ

次世代のためにがんばろ会／清掃活動

球磨川河口・水島
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