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●人ッ場ダムをス トップさせる埼玉の会 ・代表 藤永知子●

これまで埼 玉の会は、必要性 の失 われた人 ッ場 ダム建設 によつて、美 しい吾妻渓谷や、歴史
がある川原湯温泉街 をダム湖に沈 めることに反対 して、埼 玉県知事等に対 し、人 ッ場 ダム事業
か らの撤退 を求める住民訴訟 を進め、人 ッ場 ダム問題 を広 く訴 える活動 を展開 して きま した。
民主党による政権交代後はダム建設 中止 へ と進んでい くことと期待 し、水没予定地住民の真
の生活再建を求め、政治家や政府 に働 きかけ、 ロビー活動 も してきま した。
八 ッ場 ダム建設 の検証 においては、パ ブ リック コメ ン トに意見を提出 し、公聴会にも会員 が
勇気 を持 つて意見を述 べ るな ど力 を尽 しま した。
昨年 12月 22日 の長野原町での前 田国交大臣の 「
ダム建設続行 」発言 と群馬県知事 。長野原
町長 らによる万歳三唱 をTV報 道で見た時は、
民主党政権 の大臣にあるま じき姿か と目を疑 い、
怒 りが込み上げま した。民主党 のマニ フェス トは何だ つたのか ?「 コンク リー トか ら人 へ」 と
い う理念は どこに行 つたのか ?そ うい う怒 りを持 った人が多 いのではないで しょう力、
東 日本大震災や福島原発事故 の被害 は甚大 で、そ の復興 は政府 の最大課題 であるにもかかわ
らず、人 ッ場ダム建設再開、そ して外環道や リエアモー ター カーに代表 され るム ダな公共事業
が続 々 と復活 し、私 たちは、人 ッ場 ダムをス トップ させ る市民連絡会な ど9団 体 と、す ぐに緊
急抗議集会 の実行委員会を立ち上げま した。
1月 17日 には 日比谷公 園 か ら国交省 。
国会周辺 での抗議行動 と衆議 院第 1議 員会館 で抗議集
会 を開催 しま した。参加者は延 べ 450名 に もな り、怒 りを爆発 させ ま した。2月 23日 には 「
原
発 のス トレステ ス ト意見聴取会」の委員である井野博満東大名誉教授 、長崎県石木ダム絶対反
対同盟 の岩下和雄 さん、高速道路 。諫早湾干拓問題 に取 り組む団体な どの参加 を得て、 par
tⅡ の抗議集会 を開催 しま した。原子カ ム ラの実態 とともに巨大公共事業推進 のカ ラク リに焦
点 を当て、
利権集団を肥やす予算 のス トップを訴 えま した。私たちの怒 りは頂点に達 しています。

今後、私たちは、人 ッ場ダム本体工事予算執行の 2条 件、①利根川水系の河川整備計画の策
定とその 目標流量の検証② 「
ダム中止後の生活再建支援法」の今通常国会への提出を最大限活
用 して、人 ッ場ダム建設の不当性を訴え、60年 間翻弄させ られている水没予定地住民の真の生
活再建がな され るよ う、力を合わせて頑張 つてい きたい と思 い ます。
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(大高文子)

テ タ ラ メな 榛 証 勝 許 さ な い
・
八ッ場ダム住民訴訟7周年集会

今年 の集会 は人 ッ場 ダム建設 の ゴーサインが出るか どうか とい う緊迫 した状況で開催 され
ま した。住民訴訟 か ら 7年 を経て、今年は有識者 会議 のデ タラメな検証結果 が出て以来、国
交省 の あか らさまな人 ッ場建設 のご り押 しが加速 した年で した。
しか し7年 の間 に治水、利水、安全性な どに関す る市民側 の検証 はことごとく人 ッ場ダム
が必要ない とい うことを証明 してきま した。危機感 を持 つ人たちで全水道会館 の大会議室は
いつぱい にな りま した。
◆松平晃 さんの心 に染みる トランペ ッ トの人 と人 との絆にまつ わる由の数 々で幕 を開け
◆開会挨拶苗村洋子 さん、議員挨拶 大河原雅子 さん。
◆今本博健京都大学名誉教授 がダム政策について講演 し、
い
治水理念 の転換 の必要性 を説 き 「
かなる洪水に対 して も住民の命 を財産 を守 る」ために 『非定量治水』 とい うことを教 えて く
だ さいま した。
今本先生 の言葉

「
大きな歴史 の流れに逆 らつて、ま さにダム時代 が終焉 しよ うとす るい

ま、なおダム を推進 しよ うとす る人たちが い る。 自治体首長、安易 に容認す る学識経験者 、
それを主導す る河川官僚。皆 さん、恥ずか しくないです 力、 ダムが 中止 され るまで、私たち
は決 して批半Jを止 めません」
◆嶋津暉之 さんの 「
人 ッ場ダ ム検証 の虚構」では、事業継続 の結論 あ りきの国交相関東地方
整備局 の検証報告について、利水、治水 の虚構 についてデータを駆使 して解説 し 「
できるだ
へ
けダムにたよらない治水休1水)」 の政策転換 の挫折を批判 しま した。
◆梶原健嗣 さんは 「
水増 しされた治水便益」 として人 ッ場ダムの費用対効果 の出 し方のか ら
くりを角翠説
(あしたの会 のサイ トにデー タがあ ります。 「
費用対効果 6.26のか らくりと解 く」)
◆人 ッ場ダム住民訴訟弁護団を率 い る高橋利明弁護 士の 「日本学術会議 のデ タラメな 『
検言
劇
を斬 る」では、驚 きの 「
洪水山に登 る」 とい う氾濫図な ども紹介。
◆大川隆司弁護 士の 「
東京都 は人 ッ場ダムの代わ りに神奈川県の水 を購入せ よ」 とい うお話
では、行政 の過大な予測によ り安 くて安全な地下水を使わず 、契約 している企業団入水 とい
う高 い水を使わ ざるを得ない とい う川崎市 の理不尽な実態 を聞き、 ダム を造れな どと言 つて
る場合ではない とつ くづ く思 い ま した。
◆群馬 、栃木、茨城、埼 玉、千葉、東京 の各都県の会 か らそれぞれ地元に密着 した活動の報
告があ り質疑 の後、ア ピール 文が採択 され ま した。
◆閉会のあい さつ では今年 か ら弁護団事務局長になった大木一俊弁護 士が、万が一建設続行
が決 まって も裁判は継続す る ことを力強 く宣言 しま した 。
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八ッ場ダム住民訴松提訴 7周年集会アッピール
○私たちが 1都 5県で住民訴訟を提起 してから既に7年が経過 し、
現在は第二審で審理中です。この間、
原告団、弁護団はもとより、多くの市民、良心的な学者や専門家、報道関係者、中央及び自治体議員な
どのご努力により、本事業が治水 ・利水の面で有害無益であること、大規模な地滑リノ
岩盤崩落の危険性
が浮き彫りにされました。私
が大きいこと、地元住民の生活再建が急務であることなど、多くの問題,点
たちが作成 した多くの資料や主張は、後世に 「
恥かしくない」珠玉のようなデータの集積です。
○平成 21年 9月 には、人 ッ場ダム事業中止をマニフェス トに明記した民主党が国民の圧倒的な支持を
人ッ場ダム中止」と明言され、正しい政策が実現すると期待
得て政権の座につき、前原新国交大臣が 「
しました。 しかし、<政 治主導>理 念が実務面での具体策を欠いたため、官僚のシナリオによる形式的
な 「
検証」が進み、建設中止公約の行方は非常に厳 しいと思われます。
○今年の重要な動きとして、官僚によるダム推進正当化のための形づ くりが加速されました。即ち、
(1)河 野太郎自民党議員の質問がきつかけとなつて、基本高水の前提に疑間が生じた結果、馬淵国交
相が基本高水の検証を依頼した日本学術会議は、前提条件の厳密な検証を省略 して、官僚が恣意的に作
成 した基本高水/目標水量を 「
妥当」 と判断 しました 。
(2)ダ ム事業の検証を委託されたダム事業者 (国交省関東地方整備局)は 、利水 。治水ともあり得な
い代替案と比較してダムが優位と答申しました。
(3)公聴会とパブリックコメントが国民の意見を 「
蘭き置く」だけの儀式に終わつた一方、埼玉県議
コ
パ
による ブ メのヤラセが明らかとなりました。
(4)関係自治体は、その結論だけを鵜呑みにして早期建設を叫んでいます。
(5)「
できるだけダ
有識者会議」は、形式的
頼らない治水政策」を検証す るとして官僚が選んだ 「
^に
な検討と意味のない比
ダム検証の在 り方を問う科学者の会」
事業継続」を答申する一方、「
較を認め 「
へ
が呼び掛けた公開討論会 の参加を拒否 しました。
(6)前田国交相はそれらの報告を是とし予算編成に間に合 うよう年内に結論を出すと明言しました。
(7)一方、民主党前原政調会長や人ッ場ダム分科会、国交省部門会議の議員の多くはダム事業中止を
主張していますが、与党の方針としては未だ確立していません。
○私たちは、今こそ政治的な英断が不可欠だと考えます。国交大臣が、官僚の誘導で建設再開方針を出
されても、<コ ンクリー トから人へ>く 人ッ場ダム中止>を 公約の柱に掲げ、国民の圧倒的支持を受け
て政権交代を実現 した民主党政権の責任 として、く政治主導 >に よつて建設中止を決断すべきです。そ
して、その決断を実行するための具体策が不可欠です。一部の権力と利権が密室内で国民の血税を配分
する仕組みを根本から変えないとこの国に明るい未来はありません。
以上
2011(平 成23)年 12月 17日
八ッ場ダムをストップさせる市民連絡3/「ムダな」ダムをストップさせる栃木の唸/八ッ場ダムをストップさせる群馬の
ヽ
ッ揚ダムをストップさせる千葉の会
会/八ッ場ダムをストップさせる茨城の会/八ッ場ダムをストップさせる埼玉の会/ノ
/ハッ場ダムをストップさせる東京の会

人 ッ場ダム検証報告 のパ ブ コメヘ の組織的な意見提出が
公 務 員 の仕 事 な のか?
埼 玉の会事務局

埼玉から同一意見が 5739人

分

「
事業継続 が妥 当」 とい う人 ッ場ダム検証 の素案に対 し、大量 の同一 文面の推進意見 (全体
の 96%)が 埼 玉県住民か ら届 け られた とい うこ とが、関東地方整備局 のホームページに掲載
レビな どで も報道 されま した。埼 玉県におけ

され、 この ことが東京新聞等 の各社や NHKテ

るや らせ パ ブ コメでは ?と 誰 しも九州電力のや らせ メール を思 い出 した ことで しょう。
埼 玉の会は、 この意見書の提出先である埼 玉県議会事務局に 12月 8日 に出向き、経緯 を
問い合わせ抗議 してきま した。 当 日は議会開催 日で 4時 間待 た され議会終了後、政策調査課
の主幹 が対応 して くれ ま した。

その経緯
県議会事務局が 『人ッ場ダム建設事業の推進を求める埼玉県議会議員連盟』の会長である
佐久間実県議の依頼を受け、応募用紙の作成 と印刷をして、議連の封筒が なかつた為、県議
会事務局の封筒に入れ、それを議連が 10月 24日 に開かれた『
建設推進埼玉大会』において、
来場者に 5名 分の署名が出来る応募用紙を配布 し、それぞれ 100名 分の署名を集 めるよ う
に依頼 したそ うです。
今回のこの行動は、
全 く法的には問題ない と回答されました。
議連 の事務補助 ということで、

署名形式の応募用紙の集約先が 「
政策調査課」
この意見書 の提出先は関東地方整備局ではな く、議会事務局政策調査課であつて、その集
約は議会事務局 の議連担 当者 が行 い、パ ブ コメの締切 りに間 に合 うよ うに関東地方整備局に
ゆ うパ ックで送 つた とい うことです。
埼 玉県議会事務局 の政策調査課 の 中に議連担 当とい うものが あ り、議連 の政治活動 の事務
補助 を行 う所 であるとのことで した。議会事務局 にこんな担 当がある ことは知 る県民は少な
い ことで しょ う。
職員 の政治的中立性 と積極的な署名活動に当たる地方公務員法 の 36条 を冒 していないか
人 ッ場ダム建設は、国、県の共同事業なので、埼 玉県 において も重要な
抗議 しま したが、 「
ことゆえ、議連 の事務補助は しかるべ き業務であ り、賛成意見の集約作業 も、全 く問題ない」
と言われま した。
国交省関東地方整備 局 の人 ッ場ダム検証報告書 (素案)へ のパ ブ リック コメン トの集約作
業 が公務員 の仕事 (事務補助)と はおか しな話です。
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―線を越えた議会事務局
しか し、埼 玉県議会事務局 とい う県 の組織がパ ブ リック コメン トヘ の組織的な意見提出の
作業を担 うの は、許 され る ことではあ りません。議連 の事務補助 といつて も、そ こには社会
通念 として許容 され る一線 があるのであって、今回は明 らかにそ の一線 を越 えてい ます。
県議会事務 局 が今回行 つた ことは職員 の政治的中立性 を求める地方公務員法 の 36条 に抵
触す るものです ので、そのこ とを強 く抗議 しま した。
これ に対 して、人 ッ場ダム建設は、国、県 の共同事業なので、埼 玉県にお いて も重要な こ
とゆえ、議連 の事務補助は しかるべ き業務であ り、賛成意見の集約作業 も、問題な い と言 い
ま したが 、 これは問題 のす り替 えです。 パ ブ リック コメン ト自体に県 の組織 が関わることは
絶対 にあつてはな らないこ とです。
情報公開請求によって開示 されたパ ブ リック コメン トの文書 を 2月 1日 に関東地方整備局
にて、会員 と一緒に閲覧を しま した。5700通 余 りの意見書は、同一文書が用紙に印刷 され
た もので、署名欄 には同一筆跡 とみ られ る物が多数あ りま した。意見募集要領 の規定に反 し
た実態です。詳細にお いてはただ今精査 中です。
パ ブ リック コメン トの実態 を正す ことが 、今後 の役 目と考えてい ます。

"

:
―

―
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多 目的ダムって何 だろ う?

1月 17日

(火)の 緊急抗議集会 には 300名

を越す参加者があ り、人 ッ場ダムの関心

がいかに高いか を改めて実感 しま した。昨年 の 12月 には、 「
ダム検証 の あ り方を問 う科学
者 の会」 が、 いわ ゆる 「
公開討論会」を呼びかけたのです が 、有
有識者会議」に対 して 「
識者会議は、 これ を拒絶 しま した。国の大事な問題に対 して、国民へ の説明責任 を どう考
えてい るのか、有識者会議 の感覚 を疑 い ます。 自分達は役所に任命 されてい るのだか ら、
役所 に対 して回答すればよく、下 々の者 に説明す る必要はない、 とい う意識 だろ うと思 い
ますが、それは仲間内だけに通用す る論理で、事実上の敵前逃 亡だ と思 つてい ます。 「
有
識者」 としては、なん とも情 けない話です。 2月 23日 (木)に は緊急抗議集会PARTHが
開催 され、約 180名

の参加者 があ りま した。原発 ・ダム ・
ム ラ い1
道路 ・干拓 における 「

権集団)」 の癒着 の構造が各方面 か ら具体的に示 されま した。

水力発電無 しの 「
多目的?ダ ム」が八 ッ場ダム
ところで、人 ッ場 ダムはご承知のよ うに 「
多 目的ダム」 とい うことにな つてい ます。最
初、人 ッ場 ダムが多 目的ダムであると聞いた とき、 どんな 目的があるのだろ うか と調 べ ま
した。そ うした ら、 「
治水」と 「
利水」 の二つだ けだ と分 かつて、正 直、 「
あれ― 」 とい う
違和感 を感 じま した。 50年 以 上 も昔、私 が小学生の頃、ダムの 目的 として教 わつたのは、
水力発電 と川 の水量 の調整 で した。 曰く、 「
大雨の時は水 をせ き止めて下流 の洪水を防ぎ、
千ばつの折 りには貯 めた水を放流 して下流の水量を一 定に し、 しか も、 この水で発電が出
来 る」 とい う、いい事ず くめで した。
いつの頃か らか、電力供給 を原発に シフ トさせ るために、新 しく建設す るダムでの水力
発電 をやめて しまいま した。 こ うして残 つたのが 「
利水」 と 「
治水」です。 このよ うに、
当初 の<発 電 >と <治 水/利 水 >の

「
多 目的」か らは全 くの抜 け殻にな つて しまった、 <

利水/治 水 >(要 す るに水量 の調整 で しかない)の ダムでも、強引に 「
多 目的」 と言 い張
ることによって、格別 の潤沢な予算 を獲得 してきたのが 、 これ までのダム建設 の経緯 だ と
理解 しています。

ダムの利水と治水は相反する目的 〜水資源から水環境へ〜
しか し、考えてみ ると、この利水 と治水は根本的に相反す る目的であることを認識す る
必要があ ります。利水 とい うの は、水を 「
資源」 とす る考 え方です。 一方、治水 とい うの
は、水を 「
迷惑物 (反資源)」 とす る考 え方です。言葉 の上 では、 この二つの相反す る目的
を調和 させて運用す るのが ダムであるとい うこ とになつてい ます。 もちろん、状況が安定

しているときには、つ ま り、ダムが必要でない ときには、ダムによる 「
水量 の調整」によ
って、なん とかバ ランス をとることが可能ではあ ります。 しか し、ひ とたびダムを必要 と
す るよ うな緊急事態 には、早晩、ダムの調整能力は破綻 します。千ばつ になると放水量を
減 らし、洪水 の ときには放流 をす るのが実体です。 つ ま り、 ほん とにダムが必要な ときに
は、 どち らも十分に機能 しないのが実際 の ダムの現状である こ とは、い ろい ろな ところで
実証 されてきま した。
この よ うな根源的な ジ レンマ を打開す る最 良の理念 は、ダム建設のおま じないである、
「
水資源」とい う考 え方か ら、 「
水環境」とい う考え方に視点を変えることです。利水、治
水 を合わせて 「
水環境 の整備 と共有」 とい う視点 にたてば、おのず か らダム とい うものの
「
まやか し」 がはつき りと見えてきます。 もともと 「
水」は石油や鉱物 のよ うな、 いわ ゆ
る消費すれ ばな くなる 「
資源」 とは異な り、循環 してい る ことが大切な もの なのです。 こ
の循環 を円滑にす るための 「
水環境」 の整備 とい う観点 に立つ と、山林 の整備 ?保全 、河
川 の整備 。改修、遊水池 の整備 、水 田の保全 ・整備、海岸 の保全 。整備 、海 の整備 とい う、
総合的な水環境 の整備 を順次行 つてい くのが必要不可欠 とい うことが見えてきます。
そ もそ も, 200年

に一度あるかないかの災害 を、ダムによってゼ ロにす るとい う硬直

的な考えが間違 つてい ます。災害 が起 こつて も、できるだけ被害 を軽減す る方策、つ ま り
水環境 の整備 を総合的に考える こ との方が、格段 に建設的です。 ダムは、た とえ建設 して
も必ず寿命があ ります。50年

、 どんなに長 く見積 もつて も 100年

なっています。 これで 200年

に 1度 の災害に備 えるとい うのは、 どう考えても無駄であ

は持たないのが常識

るとしか言 えません。お金 と利権 の世界は、普通 に考える 「
常識」 とは異質 の世界にな っ
ているよ うです。

品木ダム頼みのノヽッ場ダム、中和が不可欠の大問題
もうひ とつ 大事な問題は、人 ッ場 ダムは吾妻川の 中和事業 と一体 の もので あることを再
認識す ることです。 中和事業は人 ッ場ダムが な くても続 け られ るものだか ら、人 ッ場 ダム
建設 とは別物 とい う言 い逃れ ができるのか も しれ ませんが、 これは間違 いです。 もともと、
この 中和事業 と品木ダム建設 は人 ッ場ダムの建設 を視野に入れて始め られた経緯があ りま
す。 中和事業 と品木 ダムなくしては、人 ッ場 ダムの計画は成 り立たなか つた はずです し、
現在 も成 り立ちません。 もし、中和事業に不測 の事態が発生す る、あるいは、品木 ダムが
満杯 になつて機能不全に陥 つた場合 、ダムがなければ大 きな被害にはな りませんが、ダム
があると 「
ダム崩壊」 とい う甚大な災害 になることは 日に見えてい ます。 この 中和事業 に
ついての十分な検証 とコンセ ンサ ス は、人 ッ場ダム建設 に関す る議論に是非 とも必要 と考
えています。 は っき り言 つて、中和 しなければな らない よ うな水 を、ダムで溜 めて飲用 にす
るとい うのは、考えただけで もぞ つ とします。
*蛇 足 :「実務Jの ない 「
理念 」はただの絵空事で済みますが、 「
理念」のない 「
実務」には
「
実害」が発生 します。

::課
■■■■■■■ 運 動 の 現 況 :と
題 ■■
所沢市

河登 一 郎

昨年 10月ごろまでの動 きについて、特 にダム建設 を正当化す るために国交省が策
定 した検証報告 と、 日本学術会議や有識者会議 の<結 論 が先にある>検 証に関 し
ては、前号で詳 しく報告 しましたので、 11月以降の動 きに関 して要約 します。
私たちは、12/17の訴訟 7周年報告集会で、ダム検証 の虚構に対 して厳 しく糾弾 し、
政府に対 して 「
選挙公約に基づ くダム中止の政治的決断」を求 めま した。
(2)

(3)

しか し、国交省 は 「
関係知事は建設 に賛同」な どを理由
検証 は (手続 上)適 切」 「
に工事再 開を前 田国交相が決定 し、24年度予算にダム本体 工事予算を計上す る こ
とに しま した。
一方、私たちや 「
ダム検証 のあ り方を問 う科学者 の会」の抗議及び民主党内部 の
反対に配慮 した政府は、官房長官裁定2条件 (注)を つ けた上で工事再開を了承 し
ま した。
(注 :①利根川水系河川整備計画の策定 とその 日標水量の検証、② 「
ダム中止後
の生活再建支援法」の次期通常国会へ の提出)

(4)

私たちは、 「コンク リー トか ら人へ」の選挙公約 か ら、ダム ・圏央道 ・リニアな ど
大型公共事業 の復活 で 「
人か らコンク リー トヘ 」へ の道を歩 き始 めた民主党政権
に対す る抗議集会を、全国の無駄な公共事業に反対 してい る団体に呼び掛けた と
ころ100を超える団体の賛同を得 て、1/17に衆議院議員会館 で開催 し、300人を超
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(5)そ

の他、国交省在職 当時責任者 として民主的な 「
淀川水系流域委員会」 によるダ
ムの検証 を実行 しそ の後退官 された宮本氏 を囲んでの集会や、 「
公共事業チ ェ ッ
ク議員 の会」による国交省 の ヒヤ リングに も参加、2/23には2回 目の抗議集会を開
催 し、人 ッ場 ダムの他、原発、石木ダム、高速道路、諫早開門な ど壮大なムダに
1都5県会議員 の会」の反対行動 もあ り、民主党内
対 して糾弾 しま した。 この間、 「
では一部議員 の離党など目まぐる しい動 きが連続 しま した。

(6)現

在、国交省は裁定2条件 のツメを急 いでい ます。
￨￨の
整備事業計画ですか ら通常は数年か
① 河川整備計画 :今後20〜30年にわた る河り
かるのです が、工事再開を急 ぐ国交省は短期間で形式を整 える可能性があ ります。
② ダム中止後 の生活支援法 :以 前民主党内で準備 した案をベ ースに国交省 が修正 し
て法案を準備 中です。

今後 の課題 :

2.

現段階で本体工事を中止する手段は限 られています。残 された運動を強力に進め
なければな りません。
(1)

「
裁定2条件」を、民主的な方法で科学的 に実行 させ ることです。即ち、
￨1整
① 新たに策定 され る河り
備計画 と目標水量を、民主的なプ ロセスを通 じて検証す
ること。その一環 として、 「
有識者会議」委員 として反対派 の学者や専門家 の参カロ
、
完全公開、対話形式、及び関係住民 の意見反映など数項 目を政府に要請 していま
す。

② 生活支援法案 に関 しては、公正な支援 を急 いで実行す る必要があ ります。
(2)上 記 に関 して行われ るパ ブ コメや公聴 会 が実行 され る際に積極的 に参カロ
す ること、
(3)現 在東京高裁で進行中の裁判を粛 々 と進めること、
(4)完

成 が大幅に遅れ、工事費 も更に増大す るな ど1都5県が参加 した前提 が大幅 に改

悪 されることに対 して1都5県知事に計画 の見直 しを要請す ること、
(5)前 回 のパ ブ コメに際 しての 「
ヤ ラセ 」
に 関 して 実態 を分析 の上公表す る こと
(6)そ

の他可能 な手段 はす べ て実行 した い
と考 えて い ます。
皆 さま もぜ ひ ご協力下 さい。
以上
2012年冬 の人 ッ場 ダ ムエ 事現場風景
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ノヽッ場ダムの建設再開を阻止するために
:1水系河川整備 計画 の 民主的な策定 を !
利根り

嶋津暉之

1八 ッ場 ダムの本体 工事費執行 の条件
(1)官

房長官 の裁定 と野 田首相 の言明

昨年 12月 23日 に人 ッ場 ダム本体 工事費 が平成 24年 度 の政府予算案 に計上 されま した。ま
ことに残念です が 、 これで人 ッ場ダムの反対運動 が終わ つたわけではあ りません。
12月 29日 、野田佳彦首相は民主党 の 「
税制調査会 と社会保障 と税 の一体改革調査会」 の
合同総会で藤村修官房長官裁定 の次 の二条件 が人 ッ場ダムの本体 工事予算執行 の条件 である
と言明 しま した。
￨1水
￨1整
利根り
系河り
備計画の策定 とその 目標流量の検証
「
ダム中止後 の生活再建支援法」 の通常国会 への提出
②

①

それ を受けて、前 田武志国土交通大臣は 1月 6日 の記者 会見で、次 のよ うに述 べ ま した。
「(問)そ の二項 目が成 立 した段 階 で 、予算 を執行す るとい うことです か。
(答)そ うい うことにな ります。そ うい う裁定が示 されたわけですか ら。」(前田大臣会見要旨)
以上の経過 の とお り、官房長 官裁定 の次 の二条件がク リア され るまで本体 工事 の予算執行
は凍結 され ることにな りま した。
(2)ダ ム 中止後 の生活再建支援法
「
ダム中止後 の生活再建支援法」については、国交省は 2009年 9月 の政権交代後、法案作
成 を国交大臣か ら指示 されたにもかかわ らず、サ ボター ジュを続 けてきま した。 ダム事業 の
推進 を企図す る国交省 に とって、 ダム 中止後 の受 け皿になる生活再建支援法は成立を望まな
い法律であ つたか らです。それ ゆ え、今国会 に提 出 され る 「
ダム 中止後 の生活再建支援法案」
がダム予定地住民の真 の生活再建 に資す るものになるか どうか、大い に懸念 されます。

2

利根川水系河川整備計画

(1)利 根川水系河川整備計画が人 ッ場 ダムが治水面で必要な否かを定める
!1整
￨1整
1997年に!引￨1法
が改正 され、各水系 ごとに河り
備 の長期的な 目標 を定める河り
備基本
方針 と、
今後 20〜30年 間 に実施す る河川整備 の事業内容 を定める河川整備計画を策定す る こ
とにな りま した。
￨1整
l引￨1整
備 計画は、洪水 目標流量を設定 して、それ を達成す るために必要な河り
備 の内容
を記載 します。 ダムが必要な場合 はダム名を記載 します ので、河川整備計画 がダム計画 の治
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水上 の上位計画 にな ります。
￨1水系河川整備計画 の策定作業 の過程で、人 ッ場 ダムが利根川 の
したがって、今後 の利根り
治水対策 として必要か否 かがあ らためて問われ ることにな ります。 この よ うに官房長官裁定
の条件 は人 ッ場 ダム事業 の今後 を決 める上で きわめて重要な意味を持 つています。
(2)利 根川水系河川整備計画 の経過
￨1整
￨1整
利根川水系については河り
備基本方針 は 2006年 2月 に策定 されま したが、河り
備計画
は河川 法改正後 14年 以上 も経過 したに もかかわ らず、い まだに策定 されてい ません。 2006
年 11月 か ら利根川河川整備 計画 の策定作業 が開始 され、有識者会議 も設置 され ま したが、
理 由不明 の まま、2008年 5月 に中断 されたままになってい ます。
当時は河川整備計画の原案 もまだ提示 されてお らず 、整備計画 の メニ ュー (枠組み)の み
が示 され、それ に対す る意見募集、公聴会が行われま した。
(3)利 根川水系河り
!1整
備 計画 の策定 で関東地方整備局が約束 したこと
第 2回 有識者会議 で関東地方整備局は 「
:可￨1整
備計画の原案作成前 の段階で公聴会 とパ ブ リ
ックコメン トを行 い、そのあ と、出 された意見に基 づいて整備計画原案 を作成 して、再度、関
係住民等か ら意見を聴 いて原案 を修正 し、その修正原案について、再度意見を聴 き、そ ういっ
た ことを何回か実施 して河川整備計画案 を取 りま とめる」と言明 しま した。 この約束 を履行 さ
せ ることが重要 です。

3

関東地方整備局の思惑による利根川水系河川整備計画の枠組みの変更

(1)河

￨1整
り
備計画 の枠組み の大きな変更
￨1水系河り
￨1整
人 ッ場 ダムの検証 で前提 とした利根り
備計画 の枠組みは、2006年 H月 か らの策

定作業で示 された河川整備計画 の メニ ュー と大きく変わ つています。これは人 ッ場ダム事業を
位置づ け しやす くす るために、関東地方整備 局 の思惑で変更 した ものです。
具体的には治水安全度 を 1/50洪水 か ら 1/70〜1/80洪水に、日標流量 (人斗島)を 約 15,000
ポ/秒か ら 17,000ポ/秒に、 さらにダム等 による洪水調節量を約 2,000ポ /秒か ら 3,000ポ/秒
に引き上げま した。このことによつて、人 ッ場ダムの治水面での必要度 を高める枠組みがつ く
られま した。
(2)ゼ ロか らの河川整備計画 の策定作業
2007年 の公聴会や パ ブ コメは当時の利根川河川整備計画 のメニ ュー に対 して行われた も
のであって、人 ッ場ダムの検証 では整備計画 の枠組みが 関東地方整備 局 の思惑で大きく変わ
つてい るのですか ら、当時 の公聴会、パ ブ コメもや り直 さなければな りません。すなわち、
￨1整
利根川水系河り
備計画 の策定作業 はゼ ロか らス ター トさせなければな りません。

4

利根川水系河川整備計画 の策定 に向けて

国交省は人 ッ場ダム本体工事予算を早く執行するため、形だけの手順を踏み、最短の期間
で利根川水系河川整備計画を策定 しよ うとすることが予想 されます。 しかし、整備計画への
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住民意見の反映を求めた河川法改正の本 旨お よび 2006年 H月 か らの策定作業 の経過 を踏 ま
えれば、形 だけの 手順で利根川河川整備計画を策定す ることは許 され ません。利根 川は流域
面積 が 日本最大 の河川ですか ら、その河川整備計画の策定は本来Z、
要な手順 を踏 めば、数年
以 上の年月を要す るものです。
これか らの利根川水系河川整備計画 の策定に対 し、民主的な策定をとことん求める中で、
「
ダムによらない治水 ・利水 の あ り方」を徹底的に追求 してい くことが必要です。利根川河
川整備計画は治水面での人 ッ場 ダムの L位 計画です ので、その ことによつて、 人 ッ場 ダムの
是非 があ らた めて問われ る こ とにな ります。
￨1整
り
皆様 も是非、利根川7可
備計画の民主的な策定を求める運動に加わ って くださるよ う、
お願 い します。

総会 と請演 のお知 らせ
日時

2012年

3月

場所 埼玉会館 5B会
内容

2011年

17日

八ッ場ダムをストップさせる埼玉の会

(土) 13:30〜

16:30
(」
R浦 和駅西 口下車 徒歩 6分 )TEL 048‑829‑2477
議室

活動報告 と 2012年

活動計画

裁判の報告 (野 本夏生弁護士)
ビデオ上映 「
八 ッ場 長す ぎる翻弄

ふ るさとは壊 され続 けて」
「
講演 負 の遺産 ・八 ッ場ダム建設再開の流れ を反転 させ るには」 (嶋津暉之氏)
運動の現状 と課題 (河 登 一郎氏)
質疑応答 ・フリー トー ク

圭
日時 : 5 月 1 3 日

( 日)

」R川 原湯温泉駅前
12時 30分 集合 午後 4時 半頃まで
マ イク ロバス利用 (座席が いつぱいにな り
次第締め切 ります)
予約先 :八 ッ場あ したの会 群馬事務局
(渡辺)TEL 027‑253‑6706

八 ッ場ダム をス トップさせる埼玉の会
事務局 ;さいたま市浦和区北浦和 515‑41‑221 大高方 ■L&faX;048‑831‑4891
★人 ッ場ダムをス トップさせ る埼 玉の会 lillpi l
★人ッ場ダム訴訟 ニェ ̲̲上
■
田ld lit型
★人ッ場あしたの会 http://w叩
″
.yamba―
n et.org
」
■嘲 ヽ
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