
井手のぶお県政報告だより第21号

１　令和２年７月豪雨での災害復旧工事の
　進捗状況等
質問　令和２年７月豪雨では、県内各地で甚大な
被害が発生し、災害復旧費は膨大な金額となっ
た。５年前の熊本地震でも膨大な災害復旧予算
がついたが、発生翌年度の４月、５月に40％超
の不調、不落が発生し、工事が遅延する事態と
なった。被災地区の業者数を考えると、今回も
そのような事態にならないか心配している。そ
こで、①現時点での災害復旧事業の進捗状況に
ついて、また、②Ａ１、Ａ２の不調・不落発生
率について、さらに、③今回の豪雨災害等で
は、熊本地震のときのような不調・不落対策を
行っていないのか尋ねる。そして、被災地区で

は、災害復旧工事以外にも膨大な工事量があ
り、今年度末までに予定された工事の完了は到
底できないと思われる。対策として、来年度へ
の事故繰越が考えられるが、今回、国の考えで
は、災害復旧復興事業以外の通常事業や国土強
靭化事業は、繰越事務の簡素化は難しいと聞い
ている。国土強靭化事業等は、災害復旧事業を
後回しにして行うことはできないので、事故繰
越になる可能性が高い。特に市町村は、土木技
術職員が少ないなど、状況は厳しい。そこで、
④熊本地震時と同様に、被災地だけでも繰越事
務の簡素化ができないか、併せて土木部長に尋
ねる。

答弁（土木部長）　①災害復旧事業の進捗状況に
ついては、県の公共土木施設等の災害査定決定
額は496億円で、８月末現在で契約額188億円、
契約率38％である。市町村は、災害査定決定額
556億円で、契約額247億円、契約率44％であ
る。②不調・不落発生状況については、県全体
の土木一式工事のＡ１とＡ２等級を合わせた月
別の不調・不落発生率は、６月は1.7％、７月は
10％、８月は27.4％と上昇傾向にある。災害復
旧工事に伴う地域の建設業者の受注増による技
術者不足が大きな要因と考えている。③不調・
不落対策については、本年11月から、熊本地震
時に施工業者の確保に有効だった復興ＪＶなど
による広域的な施工体制確保対策を導入するこ
ととしている。④事故繰越については、国土強
靱化等の一般事業は原則として通常の手続が必
要となるが、昨年の豪雨災害で被害の大きかっ
た市町村の業務量の増加等を踏まえ、繰越事務
の簡素化を国に働きかけてまいる。

２　入札方式
質問　近年の災害が頻発している状況にあって、
社会資本整備を担う建設産業の役割はますます
重要になっている。建設産業は、ほぼ100％官公
庁発注の工事で会社経営をしており、そこで重
要になるのが入札制度である。現在の入札方法
は、簡易型総合評価方式が定着しており、これ
は、価格に加えて価格以外の要素を含めて総合
的に評価するもので、工事の効率性や環境への
配慮など、工事の質を高めるとされている。一
方、本県は、本年よりＡ２ランクの災害復旧工
事、防災・減災・国土強靱化事業を段階的に総
合評価方式から指名競争入札に変えることとし
た。指名競争入札にすると、事務手続期間が短
縮でき、総合評価に必要な書類が不要で、受注
者の負担軽減になるとのことだが、価格競争が
激化する可能性があり、技術者の経験や施工実
績も不明で、果たして総合的に優れた工事がで
きるのかなど、様々な問題点がある。しかし、
災害復旧事業に限っては、１日も早く復旧・復
興する必要があるため、指名競争入札方法によ

り、早期完了を目指すべきと考える。そこで、
Ａ２工事において、国土強靱化事業等、災害復
旧事業以外については、簡易型総合評価方式に
戻せないか、土木部長に尋ねる。

　答弁（土木部長）　総合評価落札方式は、入札参
加者を総合的に評価するもので、公共工事の品
質確保に適した取組である。一方、指名競争入
札は、手続期間の短縮や受発注者の事務負担軽
減等、早期着手の観点からは効果的と考えてい
る。豪雨災害からの復旧復興と国土強靱化につ
いては、本年９月までの期限で、特例的に指名
競争入札の対象金額を拡大して運用している。
９月末までの発注は、昨年の７月豪雨に係る災
害関連工事のうち、土木一式工事が、今年度の
発注予定額に対して７割程度にとどまる見込み
である。また、各広域本部や地域の建設業界等
と意見交換を行った結果、被災地域では指名競
争入札の継続を求める声が多かった。このた
め、令和２年発生災害関連工事の土木一式工事
については、指名競争入札の対象金額の拡大を
今年度末まで延長する方向で考えている。ま
た、国土強靱化事業を含む令和２年度予算の未
契約繰越分については、上半期発注目標をおお
むね達成する見込みであるため、10月以降は総
合評価落札方式にしたいと考えている。

３　有明海の環境と排水対策並びに水産業
　のウィズコロナ対策
（１）排水対策
（２）有明海の環境と水産業のウィズコロナ対策
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ご挨拶
　昨年から続く新型コロナの猛威により、世界の環境や経済の流れが変化しています。その中で、日本も大
きく変わろうとしています。まずは、皆様の生活と命を守る事を一番に考え経済も回し発展していかなけれ
ばなりません。また、近年の環境異常をみると想定外の災害も多数見られます。9月議会の一般質問を致し
ましたが、予想上回る事が現状に起こっています。本県では令和2年の人吉豪雨等もあり、想定外の事が起
こりうるなら、キャパ以上の判断、対策が必要になってくるのではないかと思います。
　まずは安心、安全なまちづくり、地域発展、若者や子供たちの未来のために県政に携わり本県を熊本が
住みよい県にしていきたいと思います。

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、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。

議会で一般質問を行いました。

（一般質問）令和３年9月24日
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　質問 干拓は、本県の海岸に隣接している地域の全
域で行われていて、干拓が行われた農地海岸に
は、自然排水の樋門が、現在88か所設置されてい
る。そのうち、泥土が堆積しゲートが開閉できな
い樋門が９箇所あり、それが干拓地全域に点在し
ているため、泥土が全面的に堆積していることが
分かる。一方、有明海、八代海の旧干拓地で、海
に直接排水する排水機場は、61箇所もある。現在
は、ポンプ排水が主流と感じられるが、ゲリラ豪
雨が頻発する中、排水機場のみの排水では心配で
ある。

　　　そこで、(1)樋門による自然排水は、機場排水
に比べリスクが少なく短時間で大量に排出が可
能と考えるが、ゲートの開閉が困難な樋門を使
用できるようにする対策はないのか、また、排
水機場と樋門による排水で、現在の排水機能が
十分なのか、農林水産部長に尋ねる。(2)干拓
は、農地の拡大等だけでなく、干潟の底質環境
保全という重要な意味があると考える。現在の
干潟には、大量の泥土が堆積しており、泥土対
策を抜本的かつ早急に行わなければ、二枚貝や
底生生物の増殖は見込めない。そこで、有明
海、八代海の環境再生をどのように考え、どう
対策を進めていくのか、さらに、今後の水産業
のウィズコロナ対策について、どう対応してい
くのか、知事に尋ねる。

　答弁（農林水産部長）　(1)樋門は、干潮時には内
水を海に排水し、満潮時には海水の逆流を防止
する機能があり、地域の安全、安心を守る重要
な役割を担っている。一方で、有明海、八代海
の泥土の堆積進行は著しく、堆積のメカニズム
解明等、抜本的な対策を国に強く要望してい
る。県では、地元の協力を得ながら、堆積土砂
の撤去等の対策を講じてきたが、継続的な土砂
堆積により、現在９か所の樋門で排水に支障が
生じている。熊本港付近の高砂樋門では、強制
排水設備の設置やみお筋を保護する工法等の比
較検討を行っており、来年度を目途に結論を整
理してまいる。また、その他８か所の樋門で

も、関係機関と協議し、同様の検討を進めてま
いる。次に、排水機能についてだが、干拓地は
樋門と排水機場の組合せにより排水が行われて
いる。排水機場は、国の基準に基づき、10年か
ら20年に１度の規模の降雨に対応し、満潮時な
ど樋門が閉まっている間も強制排水できる能力
がある。しかし、近年、豪雨が頻発するなどし
て、排水機場の役割はますます大きくなってい
る。このため、排水機場を更新整備する際に
は、その能力向上にも取り組んでいる。今後と
も、関係者と連携し、樋門や排水機場等、防
災・減災インフラの計画的な管理や整備を進め
てまいる。

答弁（知事）　(2)有明海、八代海の漁業振興に関
する施策を強力に推進するため、本県が中心と
なり、関係県や漁業団体と連携し、国に対して
法整備に関する要望を行ってきた。その結果、
本年３月、有八特措法が改正され、要望してい
た漁場整備に係る補助率かさ上げや地方債特例
措置が延長され、安定的に事業に取り組める財
政基盤が維持された。県では、これまでも、干
潟域における覆砂や作れいのほか、生活排水対
策等、底質環境の改善に取り組んできたが、泥
化した底質環境の改善には、これらの取組に加
え、抜本的な対策が不可欠。このため、国に対
し、底質環境改善に向けた実現可能な対策の提
示や泥土の堆積進行メカニズムの解明等、抜本
的な対策を、国の主体的関与の下で行うよう、
引き続き強く要望してまいる。次に、水産業の
ウィズコロナ対策については、私は知事就任以
来、一貫して稼げる農林水産業の実現を目指し
て取り組んできた。また、低コストで参入しや
すい貝類等の養殖を推進した結果、県南地域を
中心にカキ養殖が盛んとなり、地域活性化につ
ながっている。また、ウィズコロナの時代を見
据えた稼げる水産業の実現に向け、ＩＣＴやＡ
Ｉを活用した収益性の高い養殖管理システムを
開発し、次世代型のくまもと養殖業の実現を目
指すなど、新たな取組も展開している。今後と
も、本県水産業が持続可能な産業として確立す
るよう、先頭に立って取り組んでまいる。

４　有明海での新たな泥土処分場について（要望）

　　　有明海は、干潟に生息するアサリ、ハマグ
リ、タイラギなどの二枚貝が海苔養殖と並び重
要な主力産業の一つでしたが、現在はほとんど
水揚げがない状況です。本県は、これまで干潟
再生に向けて、干潟改善事業を行ってこられま
した。平成１３年度から漁場造成事業として、
購入砂を用いた覆砂事業が３年間行われ、その
後、みお浚渫、作れい等による覆砂事業が６年
間実施され、その結果、９年間でアサリ共販数
量合計33,500t、共販金額111億4,840万円で、
単年度平均12億3,870万円となり大きな成果を
上げました。その後もこの事業は、水産振興の
観点から重要な事業として継続されましたが、
平成２２年度から平成２５年度までの４年間で
は、アサリ共販数量合計は3,100t、共販合計金
額9億8,010万円、単年度平均2億4,500万円と１
／５に減少し、平成２６年度から令和２年度の
７年間の共販単年度平均金額は、1億1,050万円
と激減している状況にあります。

　　　本県は、２０年間購入砂による覆砂、作れい
等での覆砂、耕うんなど干潟域での漁場環境の
改善を図るための事業を継続されてきました
が、平成２０年ごろから、年々水揚げが減少し
続けております。今年の６月の特別委員会で、
干潟域においての今後の課題として、引き続き
覆砂や作れい等による漁場整備を行うと言って
おられますが、もちろん事業は継続した方が良
いのですが、果たしてこのまま継続して成果が
出るのか不安に思います。

　　　有明海の干潟は、泥土化は少なくとも２５年
前から急速に進行しているように感じます。九
州北部豪雨や熊本地震、毎年のゲリラ豪雨など
自然災害で大量の土砂が河川から流入したり、
近年は赤潮が大量発生する頻度が多くなり増殖
した植物性プランクトン・シャットネラ等が海
底に堆積し、海底で酸素を消費し貧酸素水塊等
が発生したりするなど底質環境が急速に悪化し
ている状況です。又、内陸部の都市化や農地等
での農薬使用などに伴い更に泥土化が加速して
いると考えられます。ゆえに、これまで行われ

ている覆砂事業等に加えて、新たな泥土化を防
ぐ干潟改善事業を早急に創設したらいかがでし
ょうか。

　　　一方、有明海には、県管理漁港が２港・港湾
が４港、市町村管理漁港が１１港・港湾が２港
で合計　１９港ありほぼ全港が毎年浚渫を行っ
ておられます。過去１０年間の浚渫の実績につ
いては、漁港　49.5万㎥、港湾150.2万㎥合計
199.7万㎥となります。八代海の浚渫土量は、
合計73万㎥で有明海と比較すると約１／３
で、言い換えれば有明海の干潟に泥土がより多
く堆積していると言えます。

　　　そこで問題になってくるのが浚渫土砂の処分
です。有明海域の処分状況、過去１０年間の漁
港の浚渫土量合計49.5万㎥の処分状況は、７８
％は塩屋漁港土砂処分場に搬入され、１８％は
漁場造成で干潟域での覆砂に使用され、１％は
上天草市の竹島への民間処分場に搬出となって
おります。又、港湾の浚渫土量は１５０万㎥
で、４６％は熊本港土砂処分場に搬入され、１
０％は八代港に、４２％は漁場造成で干潟域で
の覆砂に、１％は上天草市に搬出となっており
ます。塩屋漁港の土砂処分場は、このまま土砂
を受け入れると、あと５年で満杯になる見通し
のため、令和２年度から市町村の浚渫土砂受け
入れを停止し、塩屋漁港の浚渫土のみの受け入
れとされました。また、熊本港の土砂処分場に
おいては、熊本港の浚渫土だけの受け入れとな
っております。このため、来年度から漁港での
直近５年間の平均浚渫土量８万㎥／年(県２万
㎥、市町６万㎥)をどの様に処分されるのか心
配です。また、新たに塩屋漁港と同等の土砂処
分場の設置を、設置可能な単協の地先に設置す
る計画との事ですが、果たして出来るか心配で
す。一般的な土砂処分場計画は、先ず設置する
場所の漁協の漁業権消滅の補償、隣接漁協の影
響補償、環境アセス、そして処分場施工に係る
概ね１０年以上の整備期間と４０億円以上の総
事業費が必要と考えられます。また、塩屋漁港
規模の土砂処分場では約１０年で満杯になると
の事ですから、整備期間が１０年以上かかるな
らば随時計画を立てていかなければ間にあいま
せん。

　　　そこで提案ですが、新たな土砂処分場を造る
なら、熊本港と堤防の間に膨大な面積の本県管
理の漁業権消滅地区があります。そこであれ
ば、関係組合並びに隣接の組合の影響保障済み
ですので、短時間で早急な大規模土砂処分場整
備が出来るのではないかと考えます。さらに、
先ほど述べた干潟に堆積した汚染された泥土も
撤去出来ますし作れい等で浚渫した泥土も処分
でき、干潟の環境が良くなるのは確実です。早
急に土砂処分場計画を提案し事業化して頂きた
いと思います。

井手のぶお事務所_夢咲新聞VOL21/2021.12.24/サイズ：420×297mm製版



第21号 井手のぶお県政報告だより 第21号井手のぶお県政報告だより

GSI Maps

!
"

１　令和２年７月豪雨での災害復旧工事の
　進捗状況等
　質問　令和２年７月豪雨では、県内各地で甚大な

被害が発生し、災害復旧費は膨大な金額となっ
た。５年前の熊本地震でも膨大な災害復旧予算
がついたが、発生翌年度の４月、５月に40％超
の不調、不落が発生し、工事が遅延する事態と
なった。被災地区の業者数を考えると、今回も
そのような事態にならないか心配している。そ
こで、①現時点での災害復旧事業の進捗状況に
ついて、また、②Ａ１、Ａ２の不調・不落発生
率について、さらに、③今回の豪雨災害等で
は、熊本地震のときのような不調・不落対策を
行っていないのか尋ねる。そして、被災地区で

は、災害復旧工事以外にも膨大な工事量があ
り、今年度末までに予定された工事の完了は到
底できないと思われる。対策として、来年度へ
の事故繰越が考えられるが、今回、国の考えで
は、災害復旧復興事業以外の通常事業や国土強
靭化事業は、繰越事務の簡素化は難しいと聞い
ている。国土強靭化事業等は、災害復旧事業を
後回しにして行うことはできないので、事故繰
越になる可能性が高い。特に市町村は、土木技
術職員が少ないなど、状況は厳しい。そこで、
④熊本地震時と同様に、被災地だけでも繰越事
務の簡素化ができないか、併せて土木部長に尋
ねる。

　答弁（土木部長）　①災害復旧事業の進捗状況に
ついては、県の公共土木施設等の災害査定決定
額は496億円で、８月末現在で契約額188億円、
契約率38％である。市町村は、災害査定決定額
556億円で、契約額247億円、契約率44％であ
る。②不調・不落発生状況については、県全体
の土木一式工事のＡ１とＡ２等級を合わせた月
別の不調・不落発生率は、６月は1.7％、７月は
10％、８月は27.4％と上昇傾向にある。災害復
旧工事に伴う地域の建設業者の受注増による技
術者不足が大きな要因と考えている。③不調・
不落対策については、本年11月から、熊本地震
時に施工業者の確保に有効だった復興ＪＶなど
による広域的な施工体制確保対策を導入するこ
ととしている。④事故繰越については、国土強
靱化等の一般事業は原則として通常の手続が必
要となるが、昨年の豪雨災害で被害の大きかっ
た市町村の業務量の増加等を踏まえ、繰越事務
の簡素化を国に働きかけてまいる。

２　入札方式
　質問　近年の災害が頻発している状況にあって、

社会資本整備を担う建設産業の役割はますます
重要になっている。建設産業は、ほぼ100％官公
庁発注の工事で会社経営をしており、そこで重
要になるのが入札制度である。現在の入札方法
は、簡易型総合評価方式が定着しており、これ
は、価格に加えて価格以外の要素を含めて総合
的に評価するもので、工事の効率性や環境への
配慮など、工事の質を高めるとされている。一
方、本県は、本年よりＡ２ランクの災害復旧工
事、防災・減災・国土強靱化事業を段階的に総
合評価方式から指名競争入札に変えることとし
た。指名競争入札にすると、事務手続期間が短
縮でき、総合評価に必要な書類が不要で、受注
者の負担軽減になるとのことだが、価格競争が
激化する可能性があり、技術者の経験や施工実
績も不明で、果たして総合的に優れた工事がで
きるのかなど、様々な問題点がある。しかし、
災害復旧事業に限っては、１日も早く復旧・復
興する必要があるため、指名競争入札方法によ

り、早期完了を目指すべきと考える。そこで、
Ａ２工事において、国土強靱化事業等、災害復
旧事業以外については、簡易型総合評価方式に
戻せないか、土木部長に尋ねる。

　答弁（土木部長）　総合評価落札方式は、入札参
加者を総合的に評価するもので、公共工事の品
質確保に適した取組である。一方、指名競争入
札は、手続期間の短縮や受発注者の事務負担軽
減等、早期着手の観点からは効果的と考えてい
る。豪雨災害からの復旧復興と国土強靱化につ
いては、本年９月までの期限で、特例的に指名
競争入札の対象金額を拡大して運用している。
９月末までの発注は、昨年の７月豪雨に係る災
害関連工事のうち、土木一式工事が、今年度の
発注予定額に対して７割程度にとどまる見込み
である。また、各広域本部や地域の建設業界等
と意見交換を行った結果、被災地域では指名競
争入札の継続を求める声が多かった。このた
め、令和２年発生災害関連工事の土木一式工事
については、指名競争入札の対象金額の拡大を
今年度末まで延長する方向で考えている。ま
た、国土強靱化事業を含む令和２年度予算の未
契約繰越分については、上半期発注目標をおお
むね達成する見込みであるため、10月以降は総
合評価落札方式にしたいと考えている。

３　有明海の環境と排水対策並びに水産業
　のウィズコロナ対策
（１）排水対策
（２）有明海の環境と水産業のウィズコロナ対策

　質問　干拓は、本県の海岸に隣接している地域の全
域で行われていて、干拓が行われた農地海岸に
は、自然排水の樋門が、現在88か所設置されてい
る。そのうち、泥土が堆積しゲートが開閉できな
い樋門が９箇所あり、それが干拓地全域に点在し
ているため、泥土が全面的に堆積していることが
分かる。一方、有明海、八代海の旧干拓地で、海
に直接排水する排水機場は、61箇所もある。現在
は、ポンプ排水が主流と感じられるが、ゲリラ豪
雨が頻発する中、排水機場のみの排水では心配で
ある。

　　　そこで、(1)樋門による自然排水は、機場排水
に比べリスクが少なく短時間で大量に排出が可
能と考えるが、ゲートの開閉が困難な樋門を使
用できるようにする対策はないのか、また、排
水機場と樋門による排水で、現在の排水機能が
十分なのか、農林水産部長に尋ねる。(2)干拓
は、農地の拡大等だけでなく、干潟の底質環境
保全という重要な意味があると考える。現在の
干潟には、大量の泥土が堆積しており、泥土対
策を抜本的かつ早急に行わなければ、二枚貝や
底生生物の増殖は見込めない。そこで、有明
海、八代海の環境再生をどのように考え、どう
対策を進めていくのか、さらに、今後の水産業
のウィズコロナ対策について、どう対応してい
くのか、知事に尋ねる。

　答弁（農林水産部長）　(1)樋門は、干潮時には内
水を海に排水し、満潮時には海水の逆流を防止
する機能があり、地域の安全、安心を守る重要
な役割を担っている。一方で、有明海、八代海
の泥土の堆積進行は著しく、堆積のメカニズム
解明等、抜本的な対策を国に強く要望してい
る。県では、地元の協力を得ながら、堆積土砂
の撤去等の対策を講じてきたが、継続的な土砂
堆積により、現在９か所の樋門で排水に支障が
生じている。熊本港付近の高砂樋門では、強制
排水設備の設置やみお筋を保護する工法等の比
較検討を行っており、来年度を目途に結論を整
理してまいる。また、その他８か所の樋門で

も、関係機関と協議し、同様の検討を進めてま
いる。次に、排水機能についてだが、干拓地は
樋門と排水機場の組合せにより排水が行われて
いる。排水機場は、国の基準に基づき、10年か
ら20年に１度の規模の降雨に対応し、満潮時な
ど樋門が閉まっている間も強制排水できる能力
がある。しかし、近年、豪雨が頻発するなどし
て、排水機場の役割はますます大きくなってい
る。このため、排水機場を更新整備する際に
は、その能力向上にも取り組んでいる。今後と
も、関係者と連携し、樋門や排水機場等、防
災・減災インフラの計画的な管理や整備を進め
てまいる。

　答弁（知事）　(2)有明海、八代海の漁業振興に関
する施策を強力に推進するため、本県が中心と
なり、関係県や漁業団体と連携し、国に対して
法整備に関する要望を行ってきた。その結果、
本年３月、有八特措法が改正され、要望してい
た漁場整備に係る補助率かさ上げや地方債特例
措置が延長され、安定的に事業に取り組める財
政基盤が維持された。県では、これまでも、干
潟域における覆砂や作れいのほか、生活排水対
策等、底質環境の改善に取り組んできたが、泥
化した底質環境の改善には、これらの取組に加
え、抜本的な対策が不可欠。このため、国に対
し、底質環境改善に向けた実現可能な対策の提
示や泥土の堆積進行メカニズムの解明等、抜本
的な対策を、国の主体的関与の下で行うよう、
引き続き強く要望してまいる。次に、水産業の
ウィズコロナ対策については、私は知事就任以
来、一貫して稼げる農林水産業の実現を目指し
て取り組んできた。また、低コストで参入しや
すい貝類等の養殖を推進した結果、県南地域を
中心にカキ養殖が盛んとなり、地域活性化につ
ながっている。また、ウィズコロナの時代を見
据えた稼げる水産業の実現に向け、ＩＣＴやＡ
Ｉを活用した収益性の高い養殖管理システムを
開発し、次世代型のくまもと養殖業の実現を目
指すなど、新たな取組も展開している。今後と
も、本県水産業が持続可能な産業として確立す
るよう、先頭に立って取り組んでまいる。
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