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筑後川は，その源を熊本県阿蘇郡南小国町に発し，熊本，大分，福岡，佐賀 4県を

貫流しながら有明海にそそぐ幹川流路延長約 143kmの九州第ーの河川であり，また

の名を「一夜Jll」とも呼ばれたように， 一度渋水にあえば堤防の欠壊等による災害の

程度は計り知れないものがあった。一方， その流域は，九州の中枢管理機能の集まる

福岡地域，工業地帯である北九州地域，日本有数の穀倉地帯である筑後 佐賀地域，

山林資源に富む阿蘇 玖珠地域等からなり，筑後川は，北部九州の発展にとって貴重

な河川である。

さて，河口から約 23km地点に可動堰として建設されたのが「筑後大堰」である。

大堰建設の目的は， 一つは治水である。即ち，大堰の設置により既設の固定堰である

上鶴床固めの撤去と，その周辺の河道整備をすることによ って瀬の下地点において現
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況6,000m3/s程度の洪水疎流能力を計画高水流量 9,000m3/sに増大する。また河床

の安定を図るとともに，筑後川下流部における塩害の防除及び既得かんがし、用水の取

水の安定を図るものである。もう一つは，新規利水である。即ち，大堰の設置によっ

て，福岡・佐賀県内の都市用水として約 0.35m3/sの取水を可能ならしめるとともに

上流部に建設されたダムにより確保された水道用水の福岡導水事業，久留米広域水道

用水供給事業及ひ‘佐賀東部地区水道用水供給事業による供給，並びに筑後川下流土地

改良事業の施行に伴って新たに必要となるかんがし、用水の供給をいずれも大堰の貯水

区域からの取水とし、ぅ方法で可能にすることである。治水と手lj水目的を兼備した堰で

ある。

昭和53年福岡渇水当時，たまたま著者はその渇水に対処した一人として，福岡市の

渇水危機にさいし関係者がどのように考え，どのように措置をとったかに接してきた

わけであるが，当時，北部九州を中心とした水不足対策にとって，恰も筑後大堰の建

設が切り札的存在のように一部の人から云われたが，建設に関する昭和53年 7月初日，

29日の電話ア ンケー卜調査でも，早く着工すべきという声よりも，市独自の水資源開

発促進や流域住民が納得すべき形をとるべきだという市民の声が約80%を占めてい

た。このように，筑後大寝建設と昭和53年福岡渇水時のような渇水対策とは異質の発

想であり ，筑後大堰の建設要求は昭和40年頃から起り，昭和49年，閣議決定後，本絡

的調査が水資源開発公団で開始されたのである。

最近，特に日本経済の内需中心の持続的成長を達成するため，呼ひ水としての公共

事業の役割が期待されている現在，水資源開発公団が筑後大堰のため残した貴重な足

跡を顧みることは，意義あるものと考えられる。

1. 筑後川における水資源開発のしくみ

筑後川水系の水資源開発計画には，北部九州水資源開発協議会（九州 山口経済連

合会，福岡，佐賀，熊本，大分 4県知事，九州地方建設局，九州農政局，福岡通産局

で構成され北水協と略称される。）で計画策定されたもの（通称マスタープランとい

う）と，国土庁で計画策定された筑後川水系における水資源開発基本計画（通称フノレ

プランという）とがある。北水協の生い立ちであるが，筑後川を擁する北部九十H地威

は，明治になって石炭や鉄鋼を軸として京浜，阪神及び中京工業地帯とならぶ工業地

帯を形成するとともに，筑紫平野を中心に穀倉地帯として発展したことは先に述べた

が，第 2次世界大戦以後は，基幹産業であった石炭産業の衰退，農業の近代化への立

ち遅れ等によりこの地域の経済は低迷し続けた。しかし近年ようやく福岡市， 北九州

市を中心に人口の都市集中，産業基盤の整備が進み，多彩な観光資源等の自然環境と

立地条件の優位性が見直され，地域開発への気運が高まってきた。一方，北部九州地

域の水需要に対処するため，筑後川を中核とした関連諸河川の実態を総合的に把握
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し，利水の恒久対策の樹立，および治水，矛IJ水の合理的な開発を図るうえに必要な懸

案につレて協議することを目的に国，県，財界が一体となり昭和38年10月，北部九州

水資源開発協議会が発足した。しかも当面の活動として，筑後川水系の水資源促進法

での指定に伴う動きに対し関係各方面に強〈要望した。昭和41年 2月，決定した「筑

後川水系における水資源開発基本計画」（第 l次フノレプラン）では，水需要の目標年

次を昭和50年度とし，新規水需要量 23.11m3/sの見通しに対して，とりあえず江Jll

ダム，寺内ダム，筑後大堰の三施設を建設し， 7.5m3/sを供給することになってレた

が，昭和45年12月，寺内タム建設事業，昭和49年 7月，筑後大壊と福岡導水事業が追

加されフノレプランが改訂された。さらに昭和53年 1月30日，開発水量 24.4m3/sの第

2次フノレプランが決定した。その概要としては，目標年次を昭和60年度とし，新規需
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要量 24.4m3/sの見通しに対し，とりあえず供給量として次の12施設を建設し 17.6

m3/sを確保するものとした。その施設は，寺内ダム，筑後大堰，福岡導水，耳納山

麓，筑後川下流土地改良，筑後川下流用水，竜門ダム，猪牟田ダム，松原・下笠再開

発，佐賀導水，城原川ダム，山神タムである。

一方，北水協は関連河川につレても検討を加え，北部九州全体にわたった総合的な

計画として，「北部九州水資源開発構想」を昭和44年 6月に策定した。第 1次マスタ

ープランは昭和50年までの新規水需要を 50.7m3/sとし開発量は昭和55年度で約 57.0

m3/sとしている。しかし第 1次マスタープラン策定当時は，新規水需要者とそれを

代表する各行政機関，既得水利権者とそれを代表する各行政機関との聞において，新

全総の大型プロジェク卜の一つである「周防灘総合開発構想」（あとでこの構想は完

全崩療した）が背景にあったとはし、え，開発量の 57.0m3/sは過大に見積られたよう

である。その第 1次マスタープランも水源地域の地元情勢の厳しさ，あるL、はダムサ

イトの地質条件等により開発見込量の決定が大幅におくれ，その見直しが必要となっ

た。需要量についても，昭和48年の石油 j ョック等もあり，高度経済成長時代に想定

した各用水需要と現状とのギャ y プ等により，昭和51年11月，第 2次マスタープラン

が決定された。即ち，目標年次は昭和60年度で，新規需要量は約 48.9m3/s，供給量

は約 46.3m3/sとし，関連河川として遠賀川，山国JII，菊池川，嘉瀬Jll，矢部川等に

も開発が期待された。

フノレプランと 7 スタープランにおける需要想定量と開発目標量

（単位 m3/s)

北水協マスタ プラ ン
第2次フノレプラン

第 1次 （国土庁改訂原案）
フノレプラン

第フ1 次うち筑後川 第 2次 （注）
昭和51年度～昭和60年度ラン 供給量 プ ラン

計画発表年次 S.41.2 S.44.6 S.51.11 S.53.1 

需要想定年次 S.50 S.50 S.60 S.60 
ー・ E一－ ・・．ー，－・悼，・－－－ーーー－－－－－－ 一一・．．‘－・‘・・ー一一・・ー ーー・－．ーーー・・・ー・ー－－－・－－・・ー・ーーーーーー・ーーーー－－－－ー－－－－・・．，『－－ー
需要想定量合計 23.11 50. 754 35.276 48.922 24.36 

上水道用水 9.24 13.506 9.685 17.004 8.80 

工業用水 6.85 13.988 7.081 11.818 5.09 

農業用水 7.02 23.260 18.540 20.100 10.47 

開発目標年次 S.50 S.55 S.60 S.60 

開発見込量 23.11 約57 約42 46.312 24.36 

（注） 第 2次マスタープランの開発見込量46.312m3／，のうち筑後川水系の開発見込量は21.201m’／，とされてい

る。
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2. 筑後大堰建設にかかわる動き

(1) 筑後大堰建設の背景

昭和35年前後の日本経済は，高度経済成長の波に乗り，都市における生活水準の向

上等により水需要は急速に伸びてきた。北部九州地域でも，筑後川の水資源開発を主

とした開発が検討され，昭和36年12月，九州地方開発推進協議会は，農業用水の合理

的な利用を主とした筑後川合口用水案を提唱した。この発想は，新沢氏が昭和36年に

発表した「筑後川流威変更工業用水計画に伴う下流部利水対策」とし、う論文に基因し

ている。即ち，筑後川の水を夜明ダム地点で取水し，流域変更を行なL、北九州工業地

帯と福岡市周辺の工業用水源にあてるとL、う計画があったが，夜明地点からの流域変

更については，筑後川下流域の 12,000haの水田が，現在のような淡水取水である限

り，瀬の下地点にどれだけの流量があった場合に，夜明地点で何 m3/s取水できるか

明らかにすることが困難であるとしづ理由から反論され，筑後川下流部の用水対策と

して，合口堰案が提唱された。その後，農林水産省では昭和40年頃から合口堰の位

置，地質調査等が実施された。また，経済企画庁も昭和40年度から水資源開発基本計

画調査として，都市用水の福岡地区への導水について検討した。さらに，九州地方建

設局では，単なる合口堰でなく坂口健水路 l河口から 17.5km付近）開削に伴 う河床

低下の防止や既得農水の取水として設置した上鶴堰（河口から 23.5km付近）が昭和

41年 7月，災害を受けたことから，治水と新規利水を兼備した多目的施設として基本

計画の練り直しに着手した。堰の位置について，農林水産省は筑後川の中流域で使用

した農業用水が再び本川に集まる瀬の下地点（河口から 24.0km付近）が低水路の形

態が比較的安定し，みお筋も右岸から左岸沿いに変る地点であり最適の地点と考えた

が，建設省としては，河道幅の広い地点に寝を設け，洪水時の流速を極力落とすこ

と，施工に伴う堰上げが少なくなること，堰による流況の乱れが少ないこと等から現

在の 23.0km地点を堰位置とした。

(2) 北水協と筑水協の動き

北部九州地域の活性化を目標に発足した北水協に対し，筑後川｜流域内の既得権を守

ることを建前に久留米市長を会長とする「筑後川流域利水対策協議会」が昭和39年10

月に結成された。筑後川流域内中下流の市町村43，土地改良区40，漁業協同組合52団

体に及ふ、大協議会として構成された。北部九州発展の基礎となる第 1次フノレプランの

策定が論じられた当時，筑後川の水が域外ヘ取水されると L、う危機感から大世帯と成

ったようである。筑水協の目的と基本姿勢としては，域内利水開発の調査，企画立

案，国，県との連系を目的とし，筑後川総合開発計画の策定にあたり筑水協と十分協

議し，万全の治水計画をおりこむとともに地元優先の計画とすることを主張した。
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(3) 水産庁，経済企画庁（国土庁）における筑後川水系関連漁業調査

北部九州工業地帯の発展のため筑後川の水を利用しようとしみ動きのあることは，

有明海北部の漁民に危機感と憤りを与えた。昭和28年の大洪水や化学薬品などの普及

により苦しい洗礼を受けた漁民は，ノリ養殖を中心とした漁業で生計を立てるため必

死の努力を重ねてきた。昭和40年 9月から昭和43年 3月にかけ，水産庁は第 1次筑後

川水系関連漁業調査を実施した。その結果，瀬の下地点で 40m3/sの維持流量が必要

とされた。従来から維持流量の目安とされている 100km2につき 1.0m3/s程度では，

漁民への説得が困難となってきた。さらに，経済企画庁の委託によって，福岡，佐賀

両県による第 2次水産調査が昭和44年から昭和48年まで実施された。第2次報告も第

1次と大同小異と読めるものの内容的には水産側に傾いた。即ち，瀬の下地点流量と

して 50m3/s～60 m3/sがノリ漁業に好適とされた。しかし当時の調査団長の塚原教

授は「何 m3/sあればノリ漁業に大丈夫だという事はいっていないし，賛成，反対論

者に対し共通の話し合う土俵を作ってやること」と述べている。第 I次，第2次の水

産報告を受けた両県の強い要望により，建設省としては，筑後川上流の松原 下筆夕、

ムの再開発事業を行なうことにより，瀬の下地点の不特定用水を補給し，ノリ漁業者

が安心できるよう対処した。

(4) 筑後川下流域（久留米市より下流）の淡水取水と農民の動き

筑後川下流域でアオ取水に強く依存している地区は，久留米市南部から三瀦北部と

筑後川右岸沿岸及び大中島，大野島，大詑間島であり，アオを利用している水田面積

は筑後川下流域の福岡，佐賀両県にまたがる約 17,000haといわれている。筑後川中

下流域で本川の水でまかなわれている水田面積が約 44,000haであるからアオの占め

る比重の大きさがうかがえる。従来，アオ取水の利用形態は，最高約 6m近い有明

海の干満の差を利用し，海から逆流するアオを樋門，樋管で取水し網の目の様にはり

めぐらされたクリークに貯留して，かんがし、すると L、う独得なものであったが，近年

になって，本川の感潮区間で，直接あげ潮か，引き潮時に揚水機を用いて取水する形

態が加わってきた。いずれの取水方法でも，農民は瀬の下流量が 55.0m3/s以下にな

れば塩分濃度が高くなりアオ取水が困難になると，訴えてレる。農林水産省が昭和42

年 9月調査した結果，慣行水利権によるアオ取水は，夏季最大で 94.5m3/s，夏季平

均でも 71.46m3/sとなっている。また，農林水産省が実施している筑後下流土地改

良事業であるが，昭和52年度までに僅か2%が進捗した程度て、あるため，この事業の

完成前に筑後大堰が完成し福岡導水路による都市用水（約 4.0m3/s）の取水が開始さ

れたならば，なにが流域優先であり，既得水利権かと域外取水に対し危機感をもった

流域内の農民達は，筑後大堰建設差し止め訴訟も辞さない方針を打ち出した。その

為，福岡 佐賀両県，農林水産省，建設省は，筑後下流土地改良事業のうち幹線導水
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路を水資源開発公団の開発方式 （昭和56年10月公団へ承継）に変更し，工事のスピー

ト化をはかった。しかし，筑後下流土地改良事業の主目的であるクリークの統廃合

は，幹線導水路のみでなく県営水路，団体営水路が完成することにより目的に近づけ

るわけで，今後施設の完成するまでは旧態の取水方法を残さなければならないし，ま

た，新規取水が開始される頃には幹線導水路の建設費に対する農民負担分の徴収など

のことについて整理されねばならなし、。

(5) 漁民の動き（内水面漁業者，有明漁業協同組合連合会＂）

筑後川の内水面漁業者は，筑後川，下筑後川，甘木市の各漁業協同組合から成って

おり，この附近に分布する魚類は，アユ，ウナギの高級魚やカニ，フナ，鯉の雑魚の

ほか，エツなどの珍魚等であるが，内水面漁業組合と水資源開発公団では各漁業組合

ごとに漁業補償が昭和54年 1月成立し，着工の同意を得ていた。

一方，有明海漁業協同組合連合会は，福岡県側と佐賀県側に分かれているが，問題

に応じて合同対策委員会を設けて建設側 （九州地方建設局，福岡 佐賀両県，水資源

開発公団）と交渉するシステムを持っていた。当時の動きを概観すると，水資源開発

公団に対する実施方針の指示や，実施認可の手続き完了に至るまでの両県の各漁連へ

の対応はかなりちがっていた。即ち，佐賀県はほぼ有明漁連と一体行動をとり佐賀有

明漁連，佐賀県知事，水資源開発公団との三者で覚書を締結し大堰着工に異議はない

ということになっていたが，福岡県側は，有明漁連の代表との話合いだけで実施計画

に同意していた。そして昭和53年 8月22日，福岡県知事は水資源開発公団総裁に対し

着工要請を行なったが，この事が契機となり福岡漁連内部に 「有明海を守る会」が結

成され，組合長以上の幹部に対するつきあげや会長の雲がくれなどの乱が起きた。し

かも福岡漁連下部の動きは，佐賀漁連の末端にまで飛び火し，ここでも幹部のつきあ

げがおこり佐賀県側も覚書を破棄し福岡県側と同様大堰着工反対の姿勢をとった。

昭和53年 8月23日，佐賀漁連は流下量問題解決のため早急に協議を開始し，これが解

決するまで大堰着工を延期するよう知事に要望した。関係者には流下量（維持流量，

取水制限流量，上流タム群の貯留待lj限流量）問題の解決が大堰着工の条件と受けとめ

られた。また，福岡漁連においても，昭和53年 8月24日，「筑後大堰対策委員会」が

発足しこれが今迄の組合長会に代って，漁連の最高意思決定機関となった。福岡漁

連は，昭和53年 9月8日，漁民千人を動員し，福岡市の筈固公園で筑後大堰建設反対

漁民総決起大会を開き気勢をあげた。

筑後大寝建設事業の主たる工事は，堰本体の建設と約 6kmある湛水区域の中の河

道整備であるが，河道整備工事については，河川改修工事のーっとして了解をえ，昭

和53年 4月に着工した。しかし，大堰本体については，昭和52年 l月28日指示された

実施方針に示された昭和55年度までの完成には，どうしても昭和53年内に着工しなけ
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ればならず水資源開発公団は，建設省，両県と一緒になって，両有明漁連の理解を得

るため努力し続けた。その結果，本体着工の鍵となっていた福岡有明漁連は，昭和54

年3月8日，筑後大堰対策委員会を開き，力日現漁協の意見を集約したところ，絶対多

数で話し合いに入る方針が決定された。既に条件付き同意を打ち出していた佐賀有明

漁連と同じテーフルに着けるようになったのである。

昭和54年 4月からの着工に漕ぎつけるため，「流下量は大堰着工 2ヵ年以内に解決

する」とし、う覚書について，建設省と両県で話合われた。一方，「流下量の解決なし

には，福岡への取水はしない」とL、う覚書については，水資源開発公団と両県で話合

い，最終的に両県と両漁連聞で覚書が締結されるよう働きかけたが，簡単に締結され

なかった。

水資源開発公団としては，昭和52年11月実施計画が認可されてからも着工が遅れて

いるし，関係者に対する説明の経過などから判断し，昭和54年 4月18日，大堰着工に

ふみきった。

佐賀漁連のノリ漁民は，直ちに工事関係者に強く抗議し，堤防上の杭を抜くなどの

厳しい阻止行動に出た。この間，漁民は約300人にふくれあがった。佐賀漁連会長は，

トラックの荷台に強制的に乗せられた所長に対し，「見切り発車」の理由などについ

て説明を求めた。さらに，午前10時頃，現地で座り込んでいた組合員の代表が，水資

源開発公団の筑後開発局へおしかけ，理事と局長を暴力的に大堰現場に連れ出し，強

く工事中止を申し入れたのである。さらに遅れて来た福岡漁連の組合員が，局長に対

し「見切り発車」について抗議を続けた。一方，久留米署は警備本部を設置し，県警

本部の機動隊員100人の応援を求め，警備についた。漁民側では炊き出しの食事や毛

布，たき火用の古タイヤが運び込まれた。タ閣のなか漁民が佐賀県副知事に対し，工

事中止を公団に申し入れさせた。公団としては，両県の要請を受け事態を収拾するた

め，「両県漁民との話し合L、がつくまで，工事を中止する」とL、う誓約書を出し，や

っと現地にはホヅとした空気が流れた。それでも漁連の青年隊は一週間ほど泊り込ん

で監視を続けた。

以上のことは，新聞によるドキュメントである。

注 1) 福岡県有明海協同組合連合会を以後「福岡漁連」と L、う。

佐賀県有明海協同組合連合会を以後「佐賀漁連」と L、う。

(6) 筑後川を守る会の動き

昭和51年 3月，久留米市において筑後川を守る会が結成され，昭和53年 7月決起総

会が行われた。久留米市労連を中心とした会といわれているが，団体会員10（組織人

員3,000名），個人会員109名となってレる。守る会の会員は個人の資格（23名）で，
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昭和53年 9月 2日，筑後大堰の建設差止の仮処分申請し， 9月12日に建設差止請求

（当事者378名）を福岡地裁久留米支部に提出した。請求の理由としては，水資源開発

基本計画（フノレプラン）がし、かなるものであるかを明らかにすることを訴訟の主目的

とし，流量の不足，水質の悪化，日本住血吸虫病の鉱大，洪水の危険等をあげてい

る。現在なお，建設省，国土庁とともに係争中である。

ここで概観したように，公共事業である筑後大寝建設にさいしても，水を取る者，

取られる者の対立は厳然としている。特に筑後川水系の水資源開発において，昭和34

年 5月から昭和45年10月頃までの“蜂の巣城”の攻防を忘れることは出来なし、。そし

て，北部九州の水を考える場合，筑後川における水事情について，歴史的背景を十分

理解することが解決の条件のーっと云えよう。

さて，筑後大堰建設も関係者により幾度となく流下量問題等について協議され，国

会議員の立会によって，昭和55年12月24日，筑後大堰に関する基本協定書が，建設

省，福岡 佐賀県知事，両県有明海漁業協同組合，水資源開発公団の間で締結され

た。実施計画が認可されて 3年を経過し，ようやく昭和55年12月25日から堰本体工事

に着手し，昭和60年 3月31日工事に関することは全て完了し 4月から管理所が発足し

7こ。

3. むすび

筑後川下流域の農民は，「水の無かときの百姓の苦しさ ・百姓じゃなかと判らん。

上の田は次々と苗が埋っているのに下の方では待てど暮らせど水は来ない。」と言っ

た。その苦しさが，水争を生む。また，久留米市のある住人は，「福岡や北九州が水

に困っているのだからやってもし巾、ではないかとレう意見はもっともなように聞こえ

る。私達も水をやらないとは言っていない。要は発想の問題だ。 一つコッ プの水を分

かち合って飲もうと言うのならわかる。ところが，現実に筑後川の汚染に悩んでいる

農民，漁民がし、る。 困っている人達のことを忘れ，水を分ける話をしても次元が違う

と思う。現に流域の人達には水利権がある。それを主張しでも“エゴ”にはならなし、。

逆に大都市のエゴを指摘したし、。」と言った。

また，ある工事関係者は，大プロンェクトの公共事業を実施するにあたっては，下

部まで十分工事概要が理解できるよう時聞をかけて説得することが重要なことと指摘

しfこ。

最後にこの小論文をまとめるにあたり，取材などに御協力いただL、た，水資源開

発公団の関係者に対し深甚の謝意を表します。
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