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地域社会における大規模開発の利益の受容に関する調査研究
― 諫早湾干拓農地を事例として ―
Acceptance of large-scale development by local communities
：a case study of reclamation work in Isahaya Bay.
This research examines how a local community accepts the consequences of large-scale
development, which does not meet their demands, and why it tries to rely on the development
project. In the case of the Isahaya Reclamation Project, its supposed beneficiaries, farmers, suffered
from flooding in their farmlands after the project was completed, although it had been made known
worldwide that the project would succeed in preventing floods. However, farmers are trying to
accept the project against a protest movement by fishermen who claim that the reclamation project
has caused fishery damage.
This research shows that flood protection measures were curtailed in the planning stage to
handle concerns voiced by fishermen that the project would cause harm to fishery. Although
farmers were aware of this, they still encouraged the enactment of the project because they hoped
for some benefits. In addition, the project that was not perfect for farmers has presented as if “the
long held desire” of the local community in order to cope with the protest movement by fishes and
organization for conservation of nature. Farmers in this area were forced to accept the project even
though it would not meet their demands.
In the previous studies on large-scale development, the question of who benefits (and who pays
the cost) was confused with the question of who suffers harm; therefore, the fact that even the
beneficiaries could suffer harm from the development was neglected. By projecting development
not as conflict between cost and benefit, but as an origin of factors forcing people to change their
ways of life, this research clarifies that the reclamation project caused diverse harm to the people,
regardless of their position in the area.
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1 . はじめに
本稿の目的は、長崎県の諫早湾干拓事業を事例として、なぜ十分な利益をもたらさないはずの干拓
事業が必要とされ、現在も維持されているのかを明らかにすることである。
大規模開発は、国家資本を投入することによって地域の基盤を整備し、それによって地域社会や地
元住民に何らかの利益をもたらすものとされている。同時に、地域の自然環境に与える負の影響が大
きいことも多く指摘されるところである。開発がもたらす利益と不利益をめぐる争いは、社会的ジレンマ論
（舩橋 1995 ）として説明されてきた。この社会的ジレンマ論においては、開発は受益者と受苦者、ある
いは受益圏と受苦圏相互の対立として捉えられる。そこにおいて、受益者は利益を得るものと想定され
ているが、諫早湾干拓事業において受益者とされている農業者を見てみると事態はそれほど単純では
ない。干拓事業が完成してもなお、十全な農業環境を手に入れられない農業者が存在するからである。
しかも、十分な利益をもたらさないはずの干拓事業が地域で支持され、現在も維持されている。なぜこ
のようなことが起こるのだろうか。

2 . 用いた資料およびデータ
分析のために用いた一次資料は関係自治体の議会議事録、行政発行の関連資料、関係者への
インタビュー、二次資料として、諫早湾干拓事業について記述されたルポルタージュや新聞記事を用
いた。

3 . 諫早湾干拓事業について
諫早湾干拓事業は、1989 年に着工し、2007 年に工事が完了した。総工費は2533 億円である。この
事業は長崎県諫早湾奥部の 3 分の 1 程度の面積を潮受堤防という巨大な堤防でしめきり、その内部に
新しい農地と淡水の調整池を造成するものであった。事業目的には、農地造成とともに防災が掲げられ
ている。この防災機能は、潮受堤防を海抜 -1m の水位で管理することによって発揮される。九州農政
局のウェブサイト上では、事業目的の防災機能の強化について、
「全長約 7km の潮受堤防を建設し調
整池を設け、調整池の水位を低く管理することにより、高潮や洪水に対する防災機能を強化します。ま
（1 ）
た、常時の排水不良も改善されます」
と記されている。

諫早湾干拓事業は、その計画以前からさまざまな事業反対運動に晒されてきた。諫早湾をしめきる
ことによって影響を受ける漁業者や、諫早湾奥部の干潟が消滅することを懸念した自然保護団体に
よる反対運動を受けてきたのである。さらに工事が進んだ 2000 年末には諫早湾の外海である有明海
のノリの不作が起こり、この原因が諫早湾干拓事業にあるとして有明海の漁業者が訴訟を起こした。
「よみがえれ！有明訴訟」と呼ばれるこの訴訟によって、2010 年には潮受堤防にある排水門について、

（1） 九州農政局『諫早湾干拓事業の概要』
http：//www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/isahaya/outline/outline.html 2015 年 12月20日アクセス
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5 年間の開門を命じる判決が確定し、事業を今まで通り維持することが危ぶまれることとなった。これに
対して、諫早地域の農業者が中心となって開門阻止訴訟が起こされ、開門してはならないと命じる仮
処分命令が 2013 年 11 月に出された。事業主体である農水省は開門を実施しないまま、漁業者側に制
裁金を支払い続けている。

4 . X 干拓地について
図に示したのは、諫早湾奥部の地図である。点線で囲まれた Y1 、Y2 の土地は諫早湾干拓事業に
よって造成された新干拓地であり、実線で囲まれた X の土地部分は、1964 年に造成された旧干拓地
である。Y で示された新干拓地については、新しく造成されたため農業用水の揚排水設備も整ってお
り、大雨の際の湛水被害もないが、X 干拓地については、排水関連の設備が長年新設されず、度々
湛水被害にあってきた（ 2 ）。X 干拓地の農業者は上記の開門阻止訴訟の原告となり、開門に反対する
立場を取っているが、干拓事業によって十全な農業環境を得られたわけではないし、開門した場合に
塩害や湛水被害が発生することが懸念されている。

図 干拓地図
（国土地理院 2 万 5 千分の1 地形図（諫早市）をもとに筆者作成）

2013 年 11月の開門阻止の仮処分命令が出る以前には、開門のための準備工事と称して、この X 干
拓地を含む旧来の干拓地の整備工事がなされようとしたが、この工事すらも地元住民団体と農業者の
反対によって阻止されている。しかし、現状においてもX 干拓地を含む旧干拓地の老朽化した農業用水
の排水設備などの整備は必要とされているのである。にもかかわらず、なぜ X 干拓地の農業者たちは、

（2） 新聞報道において確認できるだけでも2009 年 7 月、2010 年 5 月、2011 年 8 月に農地への冠水が起こり、そ
のうち2011年 7月については農作物への被害が確認されている。
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現状の諫早湾干拓事業を維持しようとしているのだろうか。次節では、事業の計画段階にさかのぼり、
干拓事業によってもたらされる利益がどのような変遷を遂げたのかを検討する。

5 . 後付けされた防災機能
現行の諫早湾干拓事業の事業計画が発表されたのは 1982 年であるが、それ以前から、諫早湾を
巨大な堤防でしめきり、干拓地と調整池を作るという計画は存在した。1952 年に発表された「長崎大干
拓構想」が現在の諫早湾干拓事業の発端である。当時は終戦後の食糧難を解決するための手段とし
て、コメの増産が目的とされたが、着工を目指した 1960 年代にはすでに食糧問題は解決しており、また
諫早湾内の漁業者からの反対もあったため、1970年には事実上の打ち切りとなる。これを引き継いだの
が「長崎南部地域総合開発計画」および「長崎南部総合開発計画」であり、どちらも調整池からの農
業用水および都市用水の給水、そして農地開発を目的としていた。しかし諫早湾内および有明海沿岸
の漁業者からの反対によりこの計画も打ち切りとなる。漁業者側との協議の結果、締切面積と干陸面
積は約 3 分の 1となり、さらに潮受け堤防の設置による防災機能を標榜した諫早湾干拓事業が 1982 年
に発表される。表 1 に示したのは、各計画の締切面積、干陸面積および事業目的である。工事着工は
1989 年であったが、2000 年に起こったノリの不作を発端として明らかになった漁業不振によって漁業者
からの事業中止運動が再燃した。このため 2001 年には干陸面積がさらに縮小され、現在の諫早湾干
拓事業となった。
表 事業計画の変遷

（出典：諫早湾干拓地域振興協会編（ 1993 ）より筆者作成）

ここで注目しなければならないのは、防災という目的が干拓事業に組み入れられたことの効果である。
農水省が締切面積および干陸面積の縮小とセットで背後地の防災を打ち出したことは、事業に反対し
ていた諫早湾近傍および有明海沿岸の漁業者たちを説得する大きな材料となった。着工前から現在ま
で漁業を続けている漁業者は、干拓事業を許容した理由として「防災のため、人命のためと言われて」
納得したのだと口にする（ 3 ）。また、X 干拓地に存在した漁業協同組合の解散記念碑には、
「地域の防
災と郷土の発展の将来に鑑み、忍び難きを忍び県政に協力してその礎石となる事に意見の一致をみ
て、昭和六十一年九月漁業補償協定に調印し、諫早湾に於ける祖先より継承された漁場の一切の権
利を放棄した。
」と刻まれている。

（3） 2009年8月18日諫早市内漁業者聞き取り
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これらのことからも、事業主体である農林水産省は、
「防災」を前面に打ち出すことによって、漁業者
側からの再三の反対による事業の行き詰まりを打開し、事業計画を推進させるための方便とした可能性
が高い。計画打ち切りの直前に発表された 1981 年 2 月の「長崎南部総合開発計画（案）概要書」
（九
州農政局長崎南部地域総合開発調査事務所発行）においては、現行と同様に海抜 -1m で潮受け堤
防を管理するという計画が記されており、これが「洪水調整機能を併せもつことになる」と言及されてい
るものの、事業目的はあくまで水源開発と農地造成としか述べられていない。この防災機能をとりあげ、
事業目的に据えなおすと発言したのは長崎県から選出された当時の農水相である（4）。この農水相は事
業計画を刷新した理由として、
「（長崎南部総合開発計画は）どうにもならんぞと言った。大水害を繰り
返さないために、防災を重視した諫早湾干拓とし、直ちにかかれるようにした」と述べた記録が残ってい
る（ 5）。この発言の中の「大水害」とは、折しも直前の 1981 年の 7 月に起こった長崎大水害のことを指し
ていると考えられる（6 ）。長崎市周辺の記録的豪雨によって 299 名の死者を出したこの災害によって、大
雨洪水の脅威が時事的にも注目を集めていたのである。
これらのことから、農地造成および防災という事業目的、すなわち事業主体によって設定された利益
のうち、
「防災」という目的そのものが後付けのものであったことがわかる。諫早湾を巨大な堤防でしめ
切り、内部に農地を造成するという計画はほぼ一貫しながらも、漁業者による反対によって着工までこぎ
つけることができなかった農林水産省は、
「防災」に事業推進の決定的な根拠を見出した。
「防災」が
事業目的に据えられることによって、漁業者による反対は抑え込まれ、早期に事業を実行に移すことが
可能となったのである。以上が、農業者が必要十分な環境で農業を営むための要件に完全にはそぐわ
ない開発事業が、実行に移されることになった経緯である。
他方で、事業規模の大幅な縮小は、地元自治体にとっては見込んでいた受益の目減りとして捉えら
れた。調整池の水質や排水の効果など、必要な条件を満たすには、締切面積 10000ha 以上が必要で
あるという認識がなされていたからである（ 7 ）。防災を看板に掲げた諫早湾干拓事業は、反対する漁業
者側には事業を認めさせる効力を発揮したものの、肝心の防災の中身である背後地の排水効果に関
しては、規模が縮小したゆえにその効果が十分に見込めないものとして地元自治体に認識されることに
なったのである。X 干拓地が所在した当時の自治体の町長は、規模縮小した干拓事業について、以下
のように答弁している。
この事業の経過から申し上げますと、少なくとも全体面積の締切り堤防が 1 万ヘクタールな
けりゃならんと云うようなことで来た訳です。しかしながらこの事業を成立させるために苦肉の
マ マ

策として、あるいは事前の策と云うか、どうしようもないと云うことで、3,600 弱まで縮小したと。
従って当初の計画からいくらかはもぅ無理があると云うこと、どちらかと云うと故障が生じること
はもぅ当然のことであります。
（略）従って私は先ずこの事業を曲がりなりにも、或いは 3 分の 1
マ

マ

だとしてでもやるのと、やらないのと、どちらなのかという選 択視しかなかったわけなんです。

（4）『西日本新聞』1982 年 12月24日朝刊
（5）『毎日新聞』1983 年 1月20日朝刊
（6） もう一つ考え得る「大水害」とは、1952 年に諫早市で起こった諫早大水害である。1957 年に起こったこの豪
雨では、長崎県内で782 人、うち諫早市内で586 人の死者を出している。
（7） 1992年9月24日、1997 年 3月10日森山町議会議事録
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従って、じゃ、とにも角にも100％のパーフェクトな事業とは云えないかも知れないけれども、少な
（8）
くともしかし、無いよりかはぐっと条件は良くなって行くではないかと云うことなんです。

この答弁に見られる、規模縮小した諫早湾干拓事業を地元自治体が受け入れた際のロジックは以下
のようなものである。農業用水が安全に排水されるためには、少なくとも1 万ヘクタールの締切面積が必
要であったが、事業計画の維持のために 3600 ヘクタール弱まで計画を縮小してしまったため、関係流
域の排水がうまくいかないのは当然である。しかし、たとえもたらされる利益が自分たちのニーズを十分
に満たすものではなかったとしても、事業があるのとないのとではあった方が条件は良くなると考え、受
け入れたというのである。
ここまで、諫早湾干拓事業が規模縮小と事業目的の変更によって実施されることになった経緯ととも
に、地元側が規模縮小した事業を受け入れた背景について述べてきた。受益者であるはずの農業者
が必要とする要件を、当の開発事業が満たしていない。そのこと自体も問題であるが、より問題なのは、
要件を満たさないはずの開発が「地元の悲願」に変換されることで、肝心の要件がますます満たされな
くなるというジレンマを引き起こしていったことである。次節においては、干拓事業が地元の悲願として
構築されていった経緯について分析する。

6 . 「地元の悲願」としての干拓事業
本節では、農業者がなぜ干拓事業を維持しようとするのかという問いに答えるため、事業の工事段
階から完成後までの時期に注目して分析を行う。着目すべきは、前節でみてきたような事業計画段階に
おいてだけでなく、工事着工後から工事完了後の現在に至るまで、干拓事業への反対が様々な立場
の人によってなされたことである。そして、そうした反対に対抗して事業の正当化を行うために、干拓事
業が実際には農業者のニーズを十分満たすものでなかったにもかかわらず「地元の悲願」として構築さ
れていったという点である。
干拓事業の計画段階において強固な反対派であった漁業者に対して、
「防災」の看板を掲げること
によって事業への同意を取り付けたことは前節で述べた。漁業者への同意が取り付けられ、着工の目途
が立った後も、事業への反対が存在した。1989 年の着工以前より事業の中止を求めていたアクターとし
て、自然保護団体が挙げられる。潮受堤防が建設される以前の諫早湾には日本有数の面積を誇る諫
早干潟が存在しており、そこに生息する動植物や飛来する渡り鳥が多数存在していた（佐藤 2014 ）。
第 3 節で述べたように、X 干拓地までの干拓事業においては、堤防を 1 つ建設し、その内部を干上が
らせて陸地にする地先干拓という方式が採用されていた。干潟の一部を干陸化するこの地先干拓と
は異なり、諫早湾干拓事業は、潮受け堤防と内部堤防を建設し、大規模な土地を一度に造成する方
式であったため、諫早干潟が丸ごと消失し、干潟の生態系が消滅してしまうことが懸念されたのであ
る。自然保護団体はこの干潟の消滅を問題視し、事業中止を求めた運動を展開する。自然保護団体
による事業批判が勢いを増したのは、1997 年、潮受堤防の最終段階として、締切工事が行われた時で
あった。全長 7km に渡る潮受堤防の工事は、南北の陸側から中心部にかけて工事が進められており、

（8） 1992年9月24日森山町議会議事録第 7 頁
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残された中央部の約 1.2km について、293 枚の鉄板を落下させて一気にしめきるのがこの締切工事
だった（山下 2000）
。折しも巨費を投じた公共事業が「無駄な公共事業」として話題になっていた時期
であったことも手伝って、諫早湾干拓事業は大きく取り上げられ、全国的な公共事業批判の矢面に立
つことになる。図らずも批判の的となった干拓事業に関して、長崎県や諫早市を含む自治体は内外に
向けた事業の擁護の必要性に駆られる。さらに 2001 年の年明け、そのシーズンのノリの不作の原因が
干拓事業にあるとした佐賀・福岡・熊本の漁業者が大規模な会場デモを行った。このことがきっかけと
なり、漁業者が事業反対派として再び運動を展開していくことになる。
自然保護団体や漁業者、市民を原告とした多くの裁判が起こされていることに加えて、2001 年には
有明海ノリ不作等第三者委員会、短期開門調査が実施されるなど、干拓事業は工事中においても、そ
して2007 年に工事が完了した後においても、常に事業を中止、または見直しさせようという圧力にさらさ
れてきた。事業反対運動が盛り上がって以降、長崎県および背後地の自治体においては、ふたつの特
徴的な動きがみられる。ひとつは、老朽化した排水樋門の改修や故障した排水機場の修理など、背後
地の排水対策に必要な工事がなされなくなり、工事に関する議論もなされなくなっていくこと。もうひとつ
は、地域社会から、干拓事業に反対する、あるいは事業を見直すような議論自体を排除しようとするこ
とである。
まずひとつめの背後地の排水対策について、干拓事業の工事期間中に進められた背後地の樋門の
改修は 1 か所のみである。X 干拓地とY1 干拓地との狭間に位置するこの樋門については、着工前の
1983 年から小規模な改修が継続して行われていたことから工事期間中も改修が進み、2004 年には改
修が完了した（ 9 ）。調整池にのぞむそれ以外の場所について、改修や改良工事がなされたという記録
は、管見の限り見当たらない。また、2001 年には X 干拓地の排水を担っていた排水機場の 2 台のうち、
2 台とも故障により全く作動していないことが報告されている（ 10 ）にも関わらず、この排水機場はその後も
放置され、ようやく改修と新設が決定したのは 2009 年のことであった（ 11 ）。少なくとも工事が完了し、営
農が開始されるまで、調整池に面し、干拓事業の影響を強く受ける場所における排水対策は放置され
てきたと言ってよい。前節で述べたように、干拓事業だけでは排水問題は解決しなかったにも関わらず、
この問題が放置されたということは、調整池近くの農業者および住民が、干拓事業による不十分な排
水対策に甘んじることを余儀なくされたことを意味する。
ふたつめ、干拓事業に反対したり、事業を見直すような議論そのものが地域社会から排除されている
ことについて典型的な 2 つの例を挙げる。ひとつは 1999 年、背後地の自治体において、町内に現存す
る湿地保全整備のための研究会を設立し、調査のための助成金を支出することになった時のことであ
る。この研究会の一人が日本野鳥の会のメンバーであり、干拓事業に反対していることが議会内で問題
視された。地域内に干拓事業への反対派を招いて問題になったら責任が取れるのかと問われた町長は、
「諫早干拓の反対だとかなんとかいうことであれば、私はご遠慮していただきたいということを私の方で
責任を持って申し上げていく」という答弁をしている（ 12 ）。干拓事業と全く関係のない事業についてさえ、

（9） 2002年3月12日森山町議会議事録、2006 年 6月15日諫早市議会議事録
（10）2001年6月28日森山町議会議事録
（11）2009年12月11日長崎県広報第 9890 号
（12）1999年6月30日森山町議会議事録
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反対派を地域内に招くこと自体がタブー視されていた様子がうかがえる。さらに 2001 年、同じ町にて町
議を務めるX 干拓地の農業者が、市民グループを通じて漁業者と話し合いの場を持ったことがあった。
この様子が記事になり雑誌に掲載されたところ、これが事業推進団体の会合で問題視され、この農業
者は、以降市民団体とのかかわりを持たないことを約束させられたのである（ 13 ）。このように、背後地の
地域において、干拓事業反対派が農業者と接触を持つことのみならず、町内に入ることすら警戒するよ
うな雰囲気が生み出されていたことがわかる。
中途半端な利益しかもたらさない干拓事業を農業者が維持しようとする理由は、この 2 つの動きと関
連している。特に X 干拓地の農業者にとって、排水機場が壊れたままで放置されていた期間中に事業
の中止や常時開門などが選択されるようなことがあれば死活問題である。排水機場が壊れている間、
X 干拓地の農地の水位は、潮受堤防の排水機能のみに依存して決まっており、独自の排水施設を持
たない状態であったからである。逆に、排水機場さえしっかりと整備されていれば、潮受堤防の排水機
能については特に必要とされていなかったとも言える。排水機場が整備されないことによって、干拓事業
が中途半端な利益しかもたらさなかったとしても、それに依存するしかない状態で放置されたのである。
しかも、事業反対派とかかわりを持つ、あるいは事業をめぐる紛争を解決しようとする方策を取るものは、
地域社会から排除されてしまう。Y 干拓地におけるリース方式とは異なり、農地と宅地を購入して入植し
た X 干拓地の農業者にとって、農業がうまくいかなかったからといって、撤退するという選択肢はない。
中途半端な利益しか持たずとも、事業を維持してもらうしか方策がなかったのである。

7. 考

察

なぜ、X 干拓地はこうした状態で放置されたのか。X 干拓地は、干拓事業のメリットを強調するため
に、そして同時に開門した場合のリスクを強調するために、十分な農地整備がなされないままで放置さ
れている可能性が高い。議会など公の場で干拓事業の維持の必要性について語られる時、そこには
決まったパターンがある。① 低平地における農業者や住民の苦労が、干拓事業によって救われたこと。
② 確かに大雨が降ったときなどは一時的な潅水があるものの、干拓事業のおかげで 1日もあればすぐ
に排水できること。③ 長崎大水害や諫早大水害を繰り返さないためになされた事業であること。④もし
も常時開門すれば、農業用水の確保ができず、塩害による被害も起こること（ 14 ）などである。そして、こ
れらの言説にはしばしば、干拓事業が地元にとって長年の「悲願」であったことが申し添えられる（ 15 ）。
「 100 ％のパーフェクトな事業とは云えない」ものとして捉えられていたものが、なくてはならない「地元
の悲願」へと変換されていることがわかる。そして地元の悲願であり維持しなければならないもので

（13）永尾（2005）および西日本新聞 2014 年 9月28日朝刊
（14）例えば 2001 年 3 月 13日有明海ノリ不作等第三者委員会第二回議事録、2012 年 6 月 11日長崎県議会農水経
済委員会議事録、2013 年 6月14日長崎県議会議事録
（15）例えば2010年 12月17日諫早市議会による「国営諫早湾干拓事業の福岡高裁判決に対する国の上告放棄に抗
議する決議」
（http：//www.city.isahaya.nagasaki.jp/wp-content/uploads/2014/02/2010-121.pdf 2015 年
12月21日アクセス）、2012 年 6月19日諫早市議会議事録
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あるためには、干拓事業の運営に依存する存在が必要である。これが X 干拓地の農業者だったと
考えられる。なお、地域社会の中で、X 干拓地がどのようにして干拓事業への依存を余儀なくされてい
るのか、また X 干拓地の入植者は現在の状況をどのように捉えているのかの分析は開田（印刷中）に
て行っている。
大規模開発事業の研究においては、社会的ジレンマモデルという、利害に基づく二項対立が用いら
れるが、本研究におけるX 干拓地の農業者は、まさにこの二項対立によってその存在が不可視化され
たアクターである。すなわち、受益者 = 農業者、受苦者 = 漁業者と考えることによって、農業者の中に
十全な農地整備が行われずに苦しむ人々がいるということが見過ごされてしまうのである。
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