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蒲蒲島県政報告資料



政治は可能性の芸術
「不可能」を「可能」に

蒲蒲 島島 郁郁 夫夫 のの 信信 念

夢



１９６５年（１８歳）

１９６８年（２１歳）

１９７１年（２４歳）
ネブラスカ大学農学部に入学。翌年、婚約者を
米国に呼び寄せ学生結婚。奨学金で生計を立てる。

高校の成績は，２２０人中２００番台。新聞配達の
アルバイト。しかし，「夢は小説家，牧場主，政治家」

農協職員を経て，農業研修生として渡米。
過酷な労働の後の３ヶ月間の学科研修で
学問の楽しさに目覚める。

１９７９年（３２歳）
ハーバード大学政治経済学博士号取得

１９８０年（３３歳）

１９９７年（５０歳）
東京大学法学部教授に就任

２００８年（６１歳）
熊本県知事に就任（現在３期目）

筑波大学講師に就任。以後，助教授，教授昇任。

１９６５年（１８歳）
人生も可能性の芸術

※政治学を学ぶという

「夢」に挑戦︕



・県財政の再建 → １兆円を超える借金で破たん寸前
・川辺川ダム問題 → 地域を二分する深刻な対立
・水俣病問題 → 先行きの見えない閉塞状態

○ 2008年当時（今から12年前）
～県を取り巻く状況は逆境の中～

・東大教授を辞め、熊本県知事に立候補
・「県民の総幸福量の最大化」を目指す

蒲島県政がスタート

東大教授を辞め、熊本県知事に立候補東大教授を辞め、熊本県知事に立候補

「逆境の中にこそ夢がある」
東大教授を辞め、熊本県知事に立候補東大教授を辞め、熊本県知事に立候補

「逆境の中にこそ夢がある」との信念

蒲蒲島島島県政県政の挑戦がスタート



【従来の行政】
指導・規制
管理・継続性
画一性

県民の
総幸福量の

最大化
県職員の
考え方を
変える︕

県庁を「挑戦する集団」へ改革

◆皿を割ることを恐れるな
（＝失敗を恐れず、チャレンジせよ︕）

まずは、県庁文化を変える︕



県の県の借金 （通常県債残高） をを１，５００億円１，５００億円以上以上削減県の借金 （通常県債残高）（通常県債残高）
貯金 （財政調整用４基金残高） は

１，５００億円
はは２倍に
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県の県の借金

決断
借金

決断の政治の政治～①県財政の再建～

知事就任

10,693



◆知事選のマニフェスト
「

◆知事選のマニフェスト
「就任して半年以内

◆知事選のマニフェスト
就任して半年以内に、決断する」と約束
⇒就任後、直ちに有識者会議を組織

◆2008（平成20）年9月11日、
県議会において、県議会において、
川辺川ダム建設計画・白紙撤回川辺川ダム建設計画・白紙撤回を表明
⇒世論調査では、
川辺川ダム建設計画・白紙撤回川辺川ダム建設計画・白紙撤回川辺川ダム建設計画・白紙撤回川辺川ダム建設計画・白紙撤回
世論調査では、世論調査では、85

川辺川ダム建設計画・白紙撤回川辺川ダム建設計画・白紙撤回を表明を表明を表明川辺川ダム建設計画・白紙撤回川辺川ダム建設計画・白紙撤回
8585％がこの決断を支持

◆その後、◆その後、ダムによらない治水を極限まで追求

決断の政治決断の政治～②川辺川ダム～②川辺川ダム問題問題～



◆◆就任就任直後直後からから、から 政治救済政治救済ののの実現に向けて、◆◆就任就任直後直後直後からからからから、政治救済政治救済政治救済政治救済ののの実現に向けて、実現に向けて、
知事自ら、国会やマスコミにも働きかける
◆その結果、◆その結果、20092009（平成（平成212121）年）年7）年7月に◆その結果、◆その結果、◆その結果、◆その結果、200920092009200920092009（平成（平成（平成（平成（平成（平成212121212121）年）年）年）年）年）年）年）年77月に月に月に月に
「水俣病救済特別措置法」が成立
◆この◆この特措法に基づく救済措置によって、◆この◆この特措法に基づく救済措置によって、特措法に基づく救済措置によって、
37,00037,00037,00037,00037,00037,000

特措法に基づく救済措置によって、特措法に基づく救済措置によって、
37,00037,00037,000人を超える方々が救済対象

特措法に基づく救済措置によって、
人を超える方々が救済対象人を超える方々が救済対象人を超える方々が救済対象に

決断決断の政治の政治～③水俣病問題～



平成23年 平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
（単位：円）

25億

293億
449億

643億

1,007億

さらなる増加

1,5051,505億

目標の政治目標の政治～くまモンの誕生と活躍

億

関連関連関連商品の売り上げ

1,280億
1,408億

関連関連関連関連商品の売り上げ商品の売り上げ商品の売り上げ商品の売り上げ商品の売り上げ商品の売り上げ
７年連続最高額更新

【【楽市・楽座楽市・楽座（使用料ゼロ）（使用料ゼロ）】【楽市・楽座楽市・楽座楽市・楽座（使用料ゼロ）（使用料ゼロ）
を決断したことで、を決断したことで、
右肩
を決断したことで、
右肩右肩上 1,007

を決断したことで、を決断したことで、を決断したことで、
上上上上がりに成長︕

最初最初は
｢

最初最初最初
｢｢おまけ 293293

は
おまけおまけおまけおまけおまけおまけおまけおまけおまけ｣

25億

｢おまけおまけおまけおまけおまけおまけ 293293おまけおまけおまけ｣
として誕生



くまモンの目覚ましい活躍の数々

①世界的企業との①世界的企業との
「

①世界的企業との①世界的企業との
「「コラボ商品

①世界的企業との
コラボ商品コラボ商品」「コラボ商品コラボ商品コラボ商品」

例︓シュタイフ、例︓シュタイフ、例︓シュタイフ、例︓シュタイフ、
MINI,

例︓シュタイフ、例︓シュタイフ、例︓シュタイフ、例︓シュタイフ、例︓シュタイフ、
MINI,MINI,バカラ

②日本全国での②日本全国での
「

②日本全国での②日本全国での
「「くまモン切手くまモン切手くまモン切手」くまモン切手くまモン切手くまモン切手

の発売︕の発売︕の発売︕
（くまモンの消印も）

③テレビ番組③テレビ番組
「
③テレビ番組③テレビ番組
「「プロフェッショナルプロフェッショナル」プロフェッショナルプロフェッショナルプロフェッショナル

に出演︕

④歴史上の人物同様、④歴史上の人物同様、
「

④歴史上の人物同様、④歴史上の人物同様、
「「マンガ偉人伝

④歴史上の人物同様、④歴史上の人物同様、
マンガ偉人伝マンガ偉人伝」マンガ偉人伝マンガ偉人伝マンガ偉人伝

に登場︕
キャラクター好感度調査では、３年連続日本一



○○被災された方々の被災された方々の痛みを最小化痛みを最小化する○
○

被災された方々の被災された方々の痛みを最小化痛みを最小化痛みを最小化痛みを最小化するする○被災された方々の
○○単に元あった姿に戻すだけでなく、○単に元あった姿に戻すだけでなく、単に元あった姿に戻すだけでなく、

創造的な復興
単に元あった姿に戻すだけでなく、単に元あった姿に戻すだけでなく、単に元あった姿に戻すだけでなく、
創造的な復興創造的な復興を目指す

○
創造的な復興創造的な復興を目指すを目指す創造的な復興

○○復旧・復興を熊本の
を目指すを目指すを目指す

復旧・復興を熊本の復旧・復興を熊本の復旧・復興を熊本の復旧・復興を熊本の更なる発展更なる発展につなげる

そのような中、３期目の就任当日にそのような中、３期目の就任当日にそのような中、３期目の就任当日に
県政史上最大の災害が発生

１日も早い復旧・復興が３期目の私の使命

そのような中、３期目の就任当日に
対応

そのような中、３期目の就任当日にそのような中、３期目の就任当日に
対応の政治の政治～熊本地震への対応～

○○被災された方々の被災された方々の○○被災された方々の被災された方々の
復旧・復興の３原則



迅速な初動対応で、復興が加速化︕

住まい住まいの創造
～一日も早い生活再建～

熊本の宝の創造
～阿蘇・熊本城などを再生～

仕事仕事の創造
～商工業などを再生～

世界世界とつながる創造
～阿蘇くまもと空港・八代港の機能強化～

【対応①】
地震後30分で
県庁に駆け付け、
直ちに「災害派遣」
を自衛隊に要請

【対応②】
地震後、一早く
「有識者会議」を

開催し、復興の
ビジョンを描く

地震後３カ月半で復興プラン地震後３カ月半で復興プラン地震後３カ月半で復興プラン策定地地 震震 直直 後



住住 まま いい のの 創創 造
木造仮設住宅 みんなの家

くまもと型復興住宅 災害公営住宅

熊本独自の６つの支援策で熊本独自の６つの支援策で
最大
熊本独自の６つの支援策で熊本独自の６つの支援策で
最大最大4.8
熊本独自の６つの支援策で熊本独自の６つの支援策で

4.84.8万人の仮設
熊本独自の６つの支援策で熊本独自の６つの支援策で熊本独自の６つの支援策で熊本独自の６つの支援策で

万人の仮設万人の仮設住宅
熊本独自の６つの支援策で熊本独自の６つの支援策で

住宅住宅入居者のうち、
4
最大最大4.84.84.84.84.84.8万人の仮設万人の仮設万人の仮設万人の仮設万人の仮設万人の仮設住宅住宅住宅住宅住宅住宅住宅入居者のうち、入居者のうち、入居者のうち、入居者のうち、最大最大最大最大
4万人を超える方々が再建を実現︕44万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕万人を超える方々が再建を実現︕
（再建中の方々にも、最後まで寄り添って支援）







国国内線・国際線内線・国際線一体型
の

内線・国際線内線・国際線国国内線・国際線
ののの新旅客

内線・国際線内線・国際線一体型一体型内線・国際線
新旅客新旅客ターミナルビル

（
の新旅客新旅客の

（（2023
新旅客新旅客新旅客
20232023年春

ターミナルビル新旅客ターミナルビルターミナルビル
年春年春 供用

ターミナルビルターミナルビル
供用供用開始予定）

暫定ビル期間
（2020-
2022）

2022年度 2027年度 2051年度

国際線路線数

既存就航路線
の増便 東・東南アジア路線の

新規就航・増便４

11
17

4

国内線・国際線
旅客数

国内 国際 622万人
486万人392万人334万人

2022年度 2027年度 2051年度2017年度

世界世界と世界とつながる創造
国国内線・国際線内線・国際線内線・国際線一体型一体型

阿蘇くまもと空港
国国
のの
国
のののの

（2023

国コンセッション方式コンセッション方式コンセッション方式 × 空港アクセス鉄道空港アクセス鉄道空港アクセス鉄道 ×コンセッション方式コンセッション方式コンセッション方式コンセッション方式
（民間委託）

622万人

創造的復興創造的復興
のシンボル

国際線の就航国際線の就航路線数 旅客数の旅客数の目標値
2023年春～
新旅客ターミナルビル
供用開始

【【通常店舗通常店舗】 5454㎡㎡㎡ → → → 2,5002,500㎡

【【待ち時間待ち時間】 3030分以内分以内 → → → 1010分分分以内



クルーズ拠点整備クルーズ拠点整備
・クルーズ専用岸壁・クルーズ専用岸壁・クルーズ専用岸壁
・旅客ターミナル・旅客ターミナル・旅客ターミナル
・集客
・旅客ターミナル・旅客ターミナル・旅客ターミナル・旅客ターミナル
・集客・集客施設

（くまモンポート八代）

新たな新たな
県南の拠点

世界世界と
（くまモンポート八代）

世界とつながる創造
（くまモンポート八代）

八
（くまモンポート八代）

八 代
（くまモンポート八代）（くまモンポート八代）（くまモンポート八代）

代代 港



たゆまぬ努力で、県民との「約束」を実現︕たゆまぬ努力で、県民との「約束」を実現︕

地震対応以外にも、様々な成果

熊本熊本の宝を「世界の宝」に︕ 「「長寿で輝く社会」の実現︕




