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作成年月

標目

号証

|写し

立証趣旨

作成者

八シ場ダム建設事業の検証 写し Ｈ2３．１１
に係る検討報告書（抜粋）

国土交通省関 八シ場ダム建設事業の検

大規模水害対策に関する専 写し Ｈ22.4

中央防災会議 中央防災会議の「大規模

東地方整備局 証に係る検討内容

(大規模水害 水害対策に関する専門調

門調査会報告

対策に関する 査会」による首都圏での

判

専門調査会）

大規模水害対策の検討結
果

乙２８３

利根川・江戸川直轄河川改 写し Ｈ2４１．１１

国土交通省関 利根川の堤防において破

修事業（関東地方整備局事

東地方整備局 堤の危険性があること

業評価監視員会（平成23年
度第９回）資料３－２－

①）（抜粋）
乙２８４

利根ﾉ１１・江戸川改修事業 写し Ｈ20.1.23

国士交通省関 利根川の洪水時に堤防の
東地方整備局 多くの箇所から漏水が発

(関東地方整備局事業評価
監視員会（平成19年度第４

生していること

回）資料１－２）（抜粋）
乙２８５

記者発表資料「第５９回利 写し Ｈ22.49

国士交通省関 利根川水系の河川敷で水

根ﾉ||水系水防演習」を開催

東地方整備局 防演習が行われているこ

します。（抜粋）
乙２８６

と

平成２３年度二市一町合同 写し Ｈ23.6

古河市

同上

取手市

同上

水防演習実施要項（抜粋）
乙２８７

防訓練実施要領（抜粋）
》〆

！

乙２８８

|乳

平成２２年度三組合合同水 写し Ｈ22.6

利根川水系河川整備基本方 写し Ｈ１8.2.13

国士交通省関 利根川水系河川整備基本

針の策定について記者発

東地方整備局 方針の概要等

発表資料（抜粋）
乙２８９

国士交通省河川砂防技術 写し Ｈ１7．１１．１７ 社団法人日 同一水系内の治水安全度
基準同解説計画編
本河川協会
の計画規模の考え方
(抜粋）

乙２９０

7＝て

｢耐越水堤防整備の技術的 写し Ｈ2０．１０．２７ 社団法人土 耐越水堤防の整備が技術
な実現性の見解」について

木学会

２

的に困難であること

乙２９１

作成年月

標目

号証

平成23年度国土交通省利 写し Ｈ23.8.1

立証趣旨

国士交通省関 利根町布川地先が利根川

(送付年月 東地方整備局 の重要水防箇所に位置付

根川下流河川事務所洪水

利根)１１下流河 けられていること

日）

対策計画書（抜粋）

－〆-~

作成者

川事務所
▲

剋

日本学術会議 利根川水系における河)１１

乙２９２

回答河川流出モデル・基 写し Ｈ23.9.28

の１

本高水の検証に関する学術

流出（流出計算）モデ

的な評価一公開説明（慨

ル・基本高水の検証に関

要）－

する学術的な評価

乙２９２
の２

回答河川流出モデル・基 写し Ｈ2３．９．１
本高水の検証に関する学術

日本学術会議 同上

的な評価
乙２９３

利根川の基本高水の検証に 写し S23.9.5

国土交通省

ついて（概要）（社会資本

利根川の基本高水の検証
の概要

整備審議会河川分科会（第
44回）参考資料４－２）
乙２９４

乙２９５

｢今後の治水対策のあり方 写し Ｈ2１．１１．２０ 国土交通省

｢今後の治水対策のあり

に関する有識者会議」につ

方に関する有識者会議」

いて

の概要等

今後の治水対策のあり方に 写し Ｈ22.9

今後の治水対

ついて中間とりまとめ

策のあり方に 方に関する有識者会議」

｢今後の治水対策のあり

関する有識者 の中間とりまとめの内容
会議
乙２９６

について
。｝

乙２９７

写し

ダム事業の検証に係る検討 写し Ｈ22.9.28

国土交通省

ダム事業の検証に係る検
討に関する内容

記者発表資料八シ場ダム 写し Ｈ22.9.27

国士交通省関

の検証に係る検討について

東地方整備局 関係地方公共団体からな

｢八シ場ダム建設事業の
る検討の場」が設立され
たこと

乙２９８

八シ場ダムの建設事業への 写し Ｈ22.10.27 茨城県

茨城県が八シ場ダム建設

利水参画継続の意思の確認

事業への利水参画を継続

等について（回答）

する意思がある旨等回答
したこと

３

標目

号証
乙２９９

作成年月

八シ場ダムの建設事業に参 写し Ｈ22.12.9

茨城県

画する利水参画者の水需要
￣

立証趣旨

作成者

茨城県が水需給計画の点

の点検・確認及び利水の代

検・確認を行った結果，
八シ場ダム建設事業への

巷案について（回答）

参画継続意思に変更がな
い旨等回答したこと

Q△

乙３００

記者発表資料①関東地方 写し Ｈ23.11.30 国士交通省関 八シ場ダム建設事業に関
整備局事業評価監視委員会
東地方整備局 する関東地方整備局の対
(平成23年度第６回）の開
応方針（案）が決定され
たこと
催結果について②八シ場
ダム建設事業に関する関東

地方整備局の対応方針
(案）について（抜粋）
乙３０１

第20回今後の治水対策の 写し Ｈ23.12

国土交通省

八シ場ダム建設事業の検

あり方に関する有識者会議

証に係る検討の結果を審

議事要旨

議した「第20回今後の
治水対策のあり方に関す

る有識者会議」の議事要
上＝

日

乙３０２

3.11震災を踏まえた今後の 写し Ｈ2３．１２

国土交通省

八シ場ダム建設事業の検

治水システムに関連する知

タスクフォー 証に関連して，「第２１回

見・情報の整理

ス

今後の治水対策のあり

方に関する有識者会議」

において提示された資料
乙３０３

第21回今後の治水対策の 写し Ｈ2３．１２

国士交通省

あり方に関する有識者会議

3.11震災を踏まえた今後
の治水システムに関連す

議事要旨

る知見・情報の整理につ

いて審議した「第21回
今後の治水対策のあり方
に関する有識者会議」の
議事要旨
乙３０４

八シ場ダム建設事業に関す 写し Ｈ2３．１２．２２ 国士交通省

国士交通省が八シ場ダム

る対応方針について

建設事業を「継続」する
としたこと

４

