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沖新町高砂地区海岸に漂着した流木状況

皆様方におかれましては、益々ご健勝にてお過ごしの事とお喜び申し上げます。日頃
より、公私に対しましてのご支援、ご協力を賜り感謝申し上げます。
さて、前回の通常県議会議員選挙におきまして、皆様の絶大なるご支援を受けながら
私の力不足で残念な結果となりましたが、引き続き以前にもまして変わらないご支援、ご
協力頂き改めて中心より感謝申し上げます。
その間、未曽有の熊本地震が発生し本県に於いて大災害が発生しました。西区、南区
においても家屋並びに農業、漁業施設の崩壊や発災後の大雨より有明海への土砂、流
木の流入など災害が発生しました。私は、早期解決を目指し災害復旧を本業とし、取り
組んでまいりました。昨年、復旧は道半ばではありますが、道筋がたってきたところ突然
の補欠選挙となり皆様の絶大なるご支援により５期目の当選を果たすこととなりました。
心より感謝申し上げます。
これまでの通り熊本の基幹産業であります農林水産業・中小企業の発展、又、西区南
区の更なる発展を熊本市と連携し取り組んでまいります。
皆様の県政の窓口として、
「自民党 チーム熊本」の一員として今季通常県議会議員選
挙６期目への挑戦を致します。
これまで同様のご指導、ご支援を賜りますよう宜しく願いたします。
熊本県議会議員
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震災後、長嶺団地にて貝汁の炊出を行う

熊本港内のホイストにて流木回収状況

熊本港内に仮置き撤去完了状況

震災復旧活動に対し蒲島知事よりの感謝状

熊本漁連が被災し中原町に移転誘致を行う
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青年局長

これまでの主な役職
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年４月〜 熊本県議会議員二期目当選
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年３月〜 沖新漁業協同組合理事

年９月〜 自由民主党熊本県支部
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あなたの意見をお聞かせ下さい。 実現へ向けて努力し、「対話のある開かれた県政」を目指して邁進します。
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年４月〜 熊本県議会議員初当選

日常の暮らしの中で生まれる意見･意向や地域の声を幅広くお聞きし、

○平成

城山地区（１町内）自治
会長様より、信号の移設に
関する要望がありました。
警察との協議の結果、
年明けに工事を行う事と
なりました。

熊本地震において有
明海堤防が崩壊しました。
（白川河口域の堤防）農
城山地区（１町内）自治会長様より、独鈷山の地震・大雨によって崩壊した
水省と協議をし昨年修復
法面の復旧・安全対策工事要望を受けました。
工事が完了しました。
市・県・自治会との現場確認を行い、早急に対策を行う事となりました。

皆様の声を県政に！

白川河口域での流木撤去状況

順雄

地域の方々の要望を頂きました。
中原町（方近地区）の
農区長様から、田んぼが
地 盤 沈 下しているの で、
土を入れて欲しいとの要
望がございました。
国交省との協議の結
果11月より、工事を行う
事となりました。

熊本港内に漂着した流木状況
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補欠選挙当選後

９月議会で一般質問を行いました。

（一般質問）
平成 30 年 9 月 27 日
自由民主党
１

井手順雄

熊本地震による有明海への影響

（1） 白川上流の山腹崩壊と白川本流土砂堆積状況
質問 立野地区の大規模斜面崩壊により、白川に
大量の土砂と流木の堆積がもたらされた。白
川水系に、震源地付近でどのくらいの土砂が
堆積したのか。どの程度復旧工事が進捗し、
流出土砂の残量がどのくらいあり、いつごろ
工事が完了するのか。さらに、白川流域に土
砂がどのくらい堆積し、撤去したのか、撤去
完了はいつごろになるか。最後に、震災後２
年５カ月の間、有明海に土砂はどのくらい流
入したのか。全て数値でお答えを願う。
答弁（土木部長） 県と国の調査で、阿蘇カルデ
ラ内において、崩壊した土砂のうち、100年
超過確率の大雨が発生した際に流出可能性が
ある量は、約900万㎥となった。県では、谷
どめ工や砂防堰堤設置により、H32年度まで
に約100万㎥を捕捉する。国も、H39年度ま
でに相当量を捕捉する予定である。白川水系
に堆積した土砂の量の把握は困難だが、掘削
により本年７月までに国と県で合計約50万㎥
を除去した。引き続き監視を強化し、掘削を
行う。流入土砂量については、限られた調査
結果しかなく、全量の把握は難しい。今後も、
土砂対策の実施を国へ要望するとともに、治
山・砂防事業の推進や堆積土砂の掘削に取り
組む。
質問 100年に１度の大雨で流出する土砂が900万
㎥とのことだが、100年に1度の雨が、最近は
毎年どこかの県で降っている。県の工事によ
り100万㎥、聞くところでは国も100万㎥の土
砂をせきとめるとのことだが、残り700万㎥
は流れる可能性がある。例えば年10万㎥流出
したと考えると、70年の間、流入するという
考え方でよいか。
答弁（土木部長） 白川上流域には、今なお不安
定な土砂が残っており、長年にわたって土砂
流出が、継続する可能性もある。治山・砂防
事業を着実に推進し、監視を強化しつつ、掘
削を行っていく。
（2）有明海に流入した流木撤去
質問 地震発生後、６月の豪雨により、新たに斜
面崩壊が発生し、大量の流木が海岸に漂着し
た。県に撤去を依頼したが、漂着した流木は、

海岸を管理する関係４課、漂流している流木
は水産局、河口は河川課、県管理の港は港湾
課、市管理漁港は熊本市の管轄であり、協議
して回答するとのことだった。待っていれば
間に合わないと考え、漁協組合で早急に作業
を開始した。回収して熊本港に仮置きしたが、
４課別々に分けてほしいということで、改め
て縦割りだと感じた。14,476㎥を処分し、費
用は最終的に全額措置されたが、１課に集約
して早急に対応し、予算は後で案分するよう
にできなかったのか。今後もこのような事態
が想定されるが、どのような対応を考えてい
るのか。
答弁（農林水産部長) 漁業関係者の御協力に、改
めてお礼申し上げる。流木を所管ごとに分け
るなど負担をおかけし、また、県の対応にお
くれが生じ、申しわけなく思う。今後、漂
流・漂着した流木撤去の窓口は、漁港漁場整
備課に一元化し、県において適切に処理を行
うこととする。県漁連や漁協に委託している
流木対策事業についても、引き続き国に支援
を求め、継続的な実施に努める。
（3) 白川河口域に流入している土砂処分
質問 白川河口域の干潟では、採貝で業を営む200
名超の漁協組合員がいる。H24年九州北部豪
雨により、干潟には東京ドーム２個分の240
万㎥、白川河口本流に10万㎥の土砂が堆積し、
アサリ・ハマグリが全滅した。県による掘削
や覆砂の結果、一部の漁場で稚貝が見られる
ようになったところ、熊本地震が発生した。
干潟に90万㎥以上の土砂が堆積し、二枚貝が
再び全滅した。九州北部豪雨以後７年間、出
荷は全くできず、今後の見通しも立たない。
いまだに土砂が50万㎥以上堆積し、河口域の
掘削土量は、H25年以降、合計21万2,000㎥に
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上る。掘削した土砂は、全量覆砂材として活
用しなければならないが、既に覆砂する場所
がない。土砂が堆積し撤去できない状況が続
けば、ノリ養殖への湛水被害が考えられる。
どのような対策を考えているのか。土砂処分
場をつくるような抜本的な対策を早急に検討
してはいかがか。
答弁（農林水産部長) 自然災害に伴い漁場に堆積
した土砂の撤去には、国の災害復旧制度が適
用されず、水産庁事業による削土や作澪、耕
うんなどを実施してきた。覆砂の場所に課題
があることは十分認識している。今後の豪雨
の発生次第では、相当量の土砂が流入するこ
とも否めない。埋め立てを含め抜本的な処分
方法について検討を進めたい。また、新たな
災害復旧事業の創設や対策の強化を、引き続
き国に求めていく。
（4)災害発生時の連携体制
質 問 熊本地震発生後、白川上流で雨が降れば、
流木やごみが有明海に流入するようになった。
環境省事業で回収を行っており、県漁連が窓
口で実施しているが、予算が限られており、
全体数量把握のため休止期間が発生する。そ
の期間に、大雨で大量に流れてくることが頻
繁にあり、危機管理防災課に対応を尋ねると、
関係課と協議するとのことである。複数課に
関連する災害対応は、どのようにしているの
か。また、県災害対策本部に連携窓口を設置
し、早急な対応ができないものか。
答弁（知事公室長） 熊本地震の際、物資の調達
や輸送について、明確な担当班を設定してお
らず、関係３課が連携し対応に当たった。こ
の経験を踏まえ、災害対策本部に物資調達・
輸送班を設置した。災害時の流木対策につい
ても、対策本部に担当班を設置し、構成課を
明記する方向で進めている。大規模災害時の
初動・応急対応を迅速かつ円滑に実施できる
よう、体制の充実に努める。

２

有明海漁場環境改善連絡協議会

質問

この協議会は、H17年、４県の漁連、漁協、
行政機関及び水産庁、九州農政局等が参加し、
議論をする場として始まった。これまで25回
開催されているが、再生できない原因や改善
策などの結論が出ない。一方、農林水産省は、
４県に対し年間10億円の予算を措置し、本県
でもさまざまな事業を行っているが、再生の
兆しがあるとは聞かない。協議会設置から14
年が過ぎ、いろんな角度から調査されており、
さらには本県議会の特別委員会でも、有明
海・八代海再生に係る議論がなされているが、
何が原因で、どうすれば環境改善や資源の回
復ができるのか。知事の率直な意見をお聞か
せ願う。また、４県の知事レベルで会合を開
催し、抜本的な対策を講じることができない
のか。
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答弁（知事) 有明海を漁業が持続可能な海へと再
生することは、私も漁業関係者と同じ思いで
ある。海域環境は複雑な要素が絡み合ってお
り、国の総合調査評価委員会でも、要因解明
には至っていない。県では、アサリ資源の回
復のため、覆砂や食害対策、稚貝の放流、海
底耕うんなどに取り組んでいる。また、本県
から協議会に提案し、有明海全域で二枚貝の
生息状況や泥土の堆積状況などの調査を4県
協調で行っており、二枚貝の生息と海底環境
との関係や、貧酸素水の発生しやすい区域が
明らかになった。今後は、さらなる原因究明
と根本的な対策を講じること、国家プロジェ
クトとして強力な体制を構築することが必要
である。そのため、沿岸4県の知事が話し合
いの場を持つことも有効と考える。４県知事
が協調し、効果的な取り組みを進めるととも
に、具体的な再生への道筋を示すよう、引き
続き国に要望を行っていく。

３

熊本港の整備

熊本港において、熊本地震による被害は何
カ所発生し、復旧工事の予算は幾らで、いつ
ごろ完成するのか。軟弱地盤の海を埋め立て
てつくった熊本港において、今回のような被
害を想定していたのか。今後の災害に備えて、
補強されたところがあるか、尋ねる。また、
熊本港では、給水、入浴等、さまざまな災害
支援活動が行われた。10m耐震岸壁と液状化
しない道路があれば、大型船による救援物資
の搬入搬出ができ、中心市街地まで25分で届
けられ、支援活動拠点としての機能がさらに
発揮できる。また、10m岸壁が整備されれば、
大型クルーズ船の寄港やコンテナ船の大型化
にも対応ができ、より大きな発展が望める。
10m耐震岸壁を熊本港に整備する考えはある
のか、尋ねる。
答弁（土木部長) 熊本港では24施設が被災し、総
額約13億円で20施設の復旧工事が完了した。
臨港道路と駐車場２カ所は年内、人道橋は来
年夏ごろの完了を目指す。次に、岸壁や防波
堤等構造物は、建設当時の耐震基準に基づき
整備している。今回、補修や修繕により災害
復旧したが、臨港道路は、新たな基準に基づ
き、地盤改良による液状化対策を行うことと
した。今後、熊本地震相当規模の地震が発生
した場合でも、今回のような被害は生じない
と考える。次に、耐震強化岸壁の整備は、防
災拠点としての機能強化のため必要と考える。
コンテナ船の大型化への対応やクルーズ船の
寄港増加にもつながると期待する。国では、
H28年に地質調査に着手し、現在、耐震強化
岸壁の構造形式について技術的検討が進めら
れている。引き続き、早期着手に向け、国へ
要望を行っていく。
質問

