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STOP！喧9 八ッ場タムニュ・ス
(IN 埼玉〉

地すべりと代替地崩壊の危険性

J lッ揚ダム貯水池予定地の周辺は地質がちろ

いことで知られており、熱水蛮質帯、応桑岩屑

流堆積物（おうくわがんせつりゅうたいぜきぷ

つ〉、崖錐挺積物（がいすいたいせき，Siつ〉な

どの脆弱な地震が広く分布しています。 まだ、

J Lッ揚夕、心事業では、水没地区住民の移転代替

地をダム湖予定地の周りに整備するTE.め、山を

掘削し、谷を埋め立てる大規模な造成工事が行

われてきましだ。替の埋め立ては、場所によっ

ては深度が30メー トル以上もある、民間の宅

地造成では例がない超高盛り土の造成が行われ

てきました。

このため、ハッ揚タムが完成して水を貯め、

貯水位を上下すれば、それによってダム湖周辺

で地すべりが起き、代替地ち崩れる危験世があ

ることを専門家が警告してきましだ。実際に近

年においてダム本体完成後の試験湛水で深刻な

地すべりが発生した事例があります。 この苅策

のため、国交省の大滝夕、ム（奈良県川上村〉は

2012年度まで工期が9年色、〈独〉水資源機

構の滝沢ダム〈埼玉県秩父市〉は2010年度ま

で5年ち延長されましだ。 そして、地すべり苅

策費がそれぞれ308億円、 145億円ち追加さ

れました。八ッ揚ダムち間穣に、誌験湛水、さ

らにはダム完成後の本格運用による貯水位の上

下で地すべりが起さることが，ei，配されています。

その危険位が指摘されてきたので、 2011 年

の八ッ揚ダム事業の横証では、地すベり対策を

1 0箇所（対策済みの横壁の小倉を隙く〉、代替

地の安全苅策を5箇所で実施することになりま

し疋。総額約140億円でした。その前の計画

では地すべり対策は3箇所で、わすか6億円

〈苅策済みのJj＼窟をさむ〉、代替地安全苅策はゼ

ロでしたから、当然の見直しでした。専門家は

それでもまだまだ不十分であると指摘していま

レたが、建くことに国交省は一度は掲げたこれ

らの地すべり苅策・代醤地安全苅策を後退させ

てきています。

地すべり対策の後退

2016年12月の八ッ揚ダム事業第6回基本

計画変更で総事業費が従来の4,600億円から5,

320億円へと、 720億円ち摺額されました。

当然、夕、ム険証で場げたI也すべり苅策はそのま

ま、基本計画に盛り込まれるちのと予想してい

まレた。

ところが、ふたを開けてみると、 I也すべり対

策の苅象が表 1 のとおり、 10箇所から5箇所

に半減していまレた。

その根拠資料を情報公開請求で求めましだが、

苅策箇所から外すことが前提にあるような不明

瞭な資料しか開示されませんでレた。
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(2) STOP! the ハッ揚ダムニュース 2018若手3月15日

苅策不要とされた箇所のうち、特に問題と考

えられるのは、川原湯です。ここは川原湯温泉

駅位近の上湯原になります。この地は背後の金

鶏山から崩落した崖錐堆積物が厚く堆積してお

り、ガサガサの地層です。 過去、伺度ち主石流

がこの一帯を襲った場所であって、かつては人

代替地安全対策の後退

代替地安全苅策は第6回基本計画蛮憂では

2011 年のダA検証時と悶じ内容でしたが、

2017年に入って後退レまレた。 表 2のとお

り、 2箇所が河策不要となりましだ。そのう

ちの川原湯④は地すべり苅策が不要となった

上記の上湯原に隣接するところです。

この代替地が安全苅策の対象外となったの

は、宅地造成等規制法に基づく耐震基準では

なく、より安全基準度の緩いj古川砂防妓術基

準を採用したことによるものです。この採用

基準の変更により、安全計算で想定する地震

力（水平震度〉が半分になってしまいました。

宅地造成等規制法を探用レな力、つ

たのはグランピング施設〈豪華

なキャンブ揚）が整備されるこ

とになり、住宅地として利用さ

れないからだということでした。

しかし、将来、宅地に使われ

ることちあり得るのですから、

そのような揚合ち想定レた安全

苅策を講じておくべきではない

でしょうか。安全な代替地をつ

代
笥
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長野原

言f

くるのだという気構えが感じられません。

があまり住むことがなかった場所でレた。八ッ

i君ダムの貯水位の蛮動に伴って地下水位が大き

く上下すれば、 I也すべりの発生が大いに｝~＼配さ

れているところですが、なぜか苅策不要となり

ました。
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そして、苅策を実施する代替地ち工法が安価 八ッ揚ダム事業は地すべり苅策と代替地安全

な押さえ盛土等の工法に変わってしまいました。 対策の費用を極力減らして、他の用途に回す事

押さえ盛土工法は代替地の裾に大量の工を盛り 憎があるように思われてなりません。このよう

上げてその重さで滑りを抑制しようというちの な対策の後退は将来において大きな問題を引き

ですが、長期的にどこまで機能するのか、 よく 起こすことが，e.i，配されます。 （文寅嶋津鴎之

わからない工法です。 ハッ湯あしたの会のH Pから作成〉
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No. 48 J ＼.ッ i嘉ダb.をストップさせる埼玉の会 (3) 

「荒川第二～第四調節池問題J
荒川には他に優先すべき治水対策がある。
橋梁付近堤防の高さ不足の早期解消を！
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荒川の中流部に荒川第二、 第三、第四調節池を造

る計画が進行中です。 2016年3月策定の荒川水系

河J 11整備計画に盛り込まれまし疋。埼玉の会は荒川

第二～第四調節池問題に取り組むため、二種類のリー

フレット〈シンプル版と詳細級〉を作成し、前号と

一緒に皆様にお送りレました。彩j胡がある既設の第

一調節池の上流に治水専用の調節池を三っち造ろう

というもので、総事業費は約2,500億円とされてい

ます。

埼玉の会ではその後、現地調査を進めるとともに、

埼玉県県土整備部泊川砂防諜との話し合い、事業主

体である国土交通省荒川よ流苅川事務所泊川課との

話し合いを行って、情報収集に努めてきました。埼

玉県議会各派への働きかけにも取り組んでいます。

荒川｜上流沼川 ｜事務所沼川諜には2017年4用に荒

川第二～第四調節池担当の事業苅策宮が本省から蓄

任しており、この事業を国交省が早期に推進する意

向であることが伺えまレた。これから、各種の調査

計画を立て、調査を実施レ、その結果に基づいて建

設計画を策定していくとのことでした。

荒川中流部で洪水をためるために長い堤筋を築き、

池内の掘削を行って荒川第＝～第四調節池を造るこ

とになっていますが、そのように巨大な洪水調節池

が本当に必要なのでしょうか。荒川中流部は広大な

沼川叡があって、さらに遊水機能を強化するため、

横堤 (JI Iの流れと垂直方向の堤防、左岸14箇所、右

岸12箇所〉が設けられているので、大きな洪水には

十分に対応できるはずです。

荒jI ｜第二～第四調節池の建設に約2,500億円とい

う巨額の公費を注ぎ込むよりも、荒川｜には他に優先

すべき治氷河策があります。



(4) STOP! the ハッ揚夕、ムニュース

荒川下流部における喫緊の治水対策
橋梁付近の低い堤防への対策

2018年3用15日

荒川で最もIQi＼配されているのは、下流部の鉄道や道路の橋梁｛す近の堤防が周辺よりぐっと低く

なっていて、大洪水時にはそこから市街地に荒川の洪水があふれでくることです。
荒川下流部は高い堤防が整備されていますが、過去に地盤沈下が進行レました。 堤防は沈下に

苅応する嵩よげ工事が行われてきまレたが、 鉄道や道路の橋梁部分は別です。橋梁部分の堤防を
嵩上げするためには、

橋梁とともにそれにつ

ながる鉄道や道路ち高

くする必要があり、 E

額の費用がかかるので、

後回しにされてきまし

た。

下記の記事のとおり、

荒川下流部にはそのよ

うな問題橋脚が主なち

のだけで4か所ちあり

ます。荒川水系沼川整

備計画では、このうち

の京成本線・荒川橋梁

は約4001意円をかけ

て架け替え工事を進め

ることになっています

が、 ｛也の橋梁は暫定的

な苅策にとどまり、抜

本的に解決する工事は

遠い将来のことになっ

ています。

必要性が定かではな

い荒川第二～第四謂節

池の建設よりち、これ

らの橋梁の架け替え工

事を急ぐべきではない

でしょうか。

〈文責嶋津躍之〉
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13世請に迫る強制収用の魔の手
長崎県は東彼杵郡川棚町に石木ダムを建設する

疋め、ダ心反河地権者1 3世帯の土地と家震を奪う

強制収用を進めようとしています。

建設予定地の川原 〈こうぱる〉地区は豊かな自

然に固まれた懐かしく美しい里山です。 13家族は

田畑を耕レ、ホタルを愛で、子ども疋ちの成長を

地域で男守りながら、まるで大家族のように暮ら

してきまレ疋。

石木ダム計画が浮上レたのは半世紀前のことで

す。ダ心建設の邑的はJ 1 1棚川の治水苅策と佐世保

市水道の水源確保ですが、いずれも虚構のもので、

ダムの必要性は皆無です。

川棚川は河道整備をきちんと行えば、大きな洪

水にも苅応できるようになります。 また、佐世保

市水道の水需要は2000年代に入ってから、ほぽ

減少の一途を辿っており、現在の保有水源で将来

とち水不足になることはありません。

しかし、長崎県は石木ダ心建設のため、強制収

用の手続きを進めてきています。すでに4世帯の

農地の一部が服用され、所有権力T圏に移転しまし

た。 長崎県収用委員盆が13世帯の土地と家屋のす

べてを苅象にした収用裁決を出すのはそう遠い先

のことではありません。

地権者らによる石木ダム阻止の闘い
これに苅して、地権者らは石本ダム事業をストッ

プさせるため、必死の闘いを続けています。裁判

による闘いち進めています。その一つが石木ダム

事業認定取消訴おです。

土地・家屋を強制収用する揚合は工地収用法に

墓づき、公益性があるというお墨付きが必要であっ

て、そのお墨付きを事業認定といいますが、石木

ダムの揚合は国主交通省九州地方整備局が事業認

定を出レました。しかし、石木ダ心の必要性が皆

無なのですから、この事業認定が誤りであること

は明らかです。

そこで、事業認定の取り消しを求める訴えを長

崎地方裁判所に起こしました。今年3月20日に結

審 〈審理の終結〉が予定されており、判決は6月

頃が予想されます。

地権者と支援者は伺け替え道路工事への抗議行

動にち粘り強く取り組んでいます。長崎県はダb.

本体工事につながる｛寸け替え道路の工事を再開し

ていますので、それに苅して徹底抗戦の抗議行動

を続けています。

36年前の機動隊の導入
長崎県は1982年5月、石木ダム予定地の強制

測量のため、 7日聞にわたり機動隊約980人を動

員しまレた。

度苅する住民をごぼう掠きにして排除するとい

う時代錯誤の暴挙に出たのです。多数の住民が負

携し、 2名は毅急車で搬送され、入院しまレた。

この暴挙は世論の強い批判を浴び、長崎県は事

業をストップせざるをえなくなりまし疋。手段を

選ぱぬ長崎県はこの36年前の愚行を繰り返すかも

しれません。

（写真）付替え道路工事再開255日目（2017年9月8日）
重機の聞に座り込んで、抗議の意思を示す地権者と支

援者（「石木川まもり隊」のブログより）



(6) STOP! the ／＼ッ揚ダムニュース 2018年3月 1 5日

石木ダムをストップさせる
ためにあなたにできること

13世帯の土地と家屋を奪う石木

ダムを伺としてちストップさせなけ

ればなりません。 皆様ち是非、次の

ようなことに取り組んでくだされば

と思います。

①石木ダムの起業者である長崎県知

事と佐世保市長に刻して石木ダム

の中i上を求めてください。

長崎県知事中柑法道

〒850-8570長崎市江戸町2・ 1 3

電話 095-824-1111 （代）

佐世保市長朝長則男

干857・8585佐世保市八幡町1-10

電話 0956-24-11 11 （代）

②Faceboolく、 Twitter などでフォ

ローして応援してください。

石木川まちり隊の https://twitter.

com/saveish i k igawa 

くフ万口ーしてください）

主主的Willil 
,19災2"t-5 J=l 22 F.J 

石木川まもり隊の ht tps:/ /WWIA人facebook. ⑥映画「ほたるの川のまちりびと」を広げてく

com/ishilくigawamamoritai

〈いいね！やシェアをお願いします〉

③石木川の支援グッズを貫ってください。

こうぱるショップ

http:/ /koubarushop.buγshop.jp/ 

④現在集めている石本ダム関係の署

名にご協力ください。

http://change-ishiki.jp/ 

⑤写真集 「石木川のほとりにて 13 

家族の物語」〈相山嘉昭吾パタゴ

二-P ¥1,500）を読んでください。

http://www.patagonia.jp/product 

/patagonia-books/BAOO 1.html 

ださい。

https://ja・jp.facebook.com/savekobaru/ 

｛ち長崎県内の知人に石木ダムの問題を伝えてく

ださい。

（文責嶋津輝之）
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下水道事業の民営化について 河登 一郎

1 . 今国会で PFI ＊ 法の一部を改正する法律案が提出された。

この法律己主正の i
1 ）趣旨：公共施設の老朽｛じゃ人口減少による公共事業の衰退を、民宮化／官民協働で毅うこと。
2）概要：国の支援強化と公共事業運営権者の業務をやり湧くすること。
3）目標：平成25～34年の10年間で21 件のコンセッシヨジ〈免許方式：水道6件・下水道6件・

文教施設3件・国際会議揚施設等6件〉を目標にする。
* Private Finance Initiative の略。 「民間資金等の活用による公共施設等の整備に関する法律」

2. これとは別に、今年4月から浜松市が西還地区の下水道事業を、外資をさむ民間会社に運営を委託
する。

3. 八揚ダムの会ではこれら一連の公共事業民醤｛じに反対する意見が多い。
反苅論の主な根拠：
1 ）「民」は儲けが目的だから、民営化するとサービスが低下し、 水道料金を値上げする恐れがある。
2）特に「水メージャーJ と云われる外国資本にはこの恐れが大きく、世界的にも「民営化」→矢
敗→「再公嘗化J の動きもみられる。

3）上下水道事業は官営を貫くべきである。国民の命にかかわる「水」に関しては、コストがかかっ
てち民間特に外資に任せるべきではない。

4 . これに対して、私は少叡派ですが塞本的に「民嘗化賛成J の立場を主張している。
賛成論の主な根拠：
1 ）基本的に、「民J の方が「宮／公J よりちコス トは安く、管理もうまくできるケースが多い。民
は長期的な儲けが欲しいから、むやみにサービスをj塁下させたり、料金を値上げしたりしない。

2）とは言っても水道料金に関しては、官や議会がチ工ツクできる体制は必要である。 PFI法政正案
が指定管理者になる揚合や料金改定に関して、行政や議会の承認を不要にするとすれば、私も
疑問である。

3）この機会に、 日本の官による高コス ト体質の是正に期待する。

5. 浜松市がこの4月から西還地区の下水道事業を、外資をさむ民間企業に 「コンセッション方式」運
・営委託することになった。詳細が公表されているのでそれによると、
1 ）浜松市の下水道事業の中「西遠地区」の運営を民間会社〈株主：｛ムヴエ才リア； JFE 工ンジ
ニアリング；他3社〉にコンセッション方式で委託する。委託料として25億円を浜松市が同社
から受け取る。

2）運営会社は、 同社が保有する下水道運営のノウハウで官営よりコストを下げる。〈約87億円／
20年間＝約14.4%)

3）使用者（市民〉は下水道にかかる経費の73%は浜松市に払い、 27%を運営会社に支払う。
4) 20年契約で、この間運蛍怠社は対象施設の経営 ・ 維持管理・改築を行う。但し施設の所有権者
は浜松市；目つ料金は浜松市の他地域と同じで料金変更には行政と議会の京認が必要。

一 －つまり、運営会社が勝手にサービスを怪下させたり料金を上げたりはできない仕組みである。

6. 外国の例を見ると、ボリビアやフィリッピンで一度民蛍化レ疋が、うまく行かないので「再公嘗化J
し疋という倒はある。それぞれ事情があるとは思うが、一方、イギリヌでは日本の総合商社（三菱
商事や住友商事〉が入った国際コンソーシアムが運営を請け負っており、フランヌではよ水道の6
割と下水道の5割；スペインでは上水道の5割と下水道の6割が民営化されているという。

7. 日本政府は、今回の法改正を機に公共事業の民営化を進めたいようだ。これが「宮のコスト高」を
是正する方向に働くのか、外資が日本の市民を犠牲にレて大儲けをするのか、私たちも注意深くウォッ
チする必要がある。

8. 財政の緊迫化、 全国の基礎インフラの老朽化や少子高齢化／人口減少という厳しい事態になってち
50年前のダム計画を進めている日本の宮／公に財政危機対応力はあるのだろうか。民の苅応力にも
限界はあるが、官／公とは比較にならぬほど大きい。 以よ



(8) STOP! the 八ッ揚ダムニュース 2018年3月15日

八ッ場ダムをストップさせる埼玉の会
総会と映画上映会・講演会のお知らせ

私たち埼玉の会は、 201 7年度ち引き続き、ハッ揚ダム問題に取り組み、この国の淘川行政の

あり方を問い続け、 活動してきました。

昨年3月にハッ揚ダ心本体工事の定礎式が行われ、 24時間体制の提体工事が始まり、 12月末

にはコンクリー ト日設高は5割に達していると発表されています。国交省ハッ1嘉ダム工事事務所
は「ゃんぱツ？ーズ」と称レ工事現場の見学会を開催するなど、広報活動に力を入れており、新

聞やテレビで肯定的な報道が続いています。

しかし、地すべり苅策や代替地安全苅策を大幅に力 ッ 卜することが明らかになっており、多く

の基本的な問題を抱えたまま、ハッi嘉夕、ムの本体工事が進められています。

私だちはこれからも、八ッ揚ダ心事業の行く末をしっかり見据え、その問題を訴えていきたい

と考えています。

埼玉の会総会と映画上映 ・ 講演会を下記のとおり開催しますので。 ぜひご参加ください。

総会と映画上映・講演会

日8~ ： 2018年3月31日 （土） 13: 30 ~ 16: 30 C関揚13: 15) 

会場 ：浦和コミュニティセンター（第11集会室）
（清利パルコ上階の1 0踏） JR線 ・ 浦和駅東口（政不しを出て左側） の駅前に／＇（ルコがあります。

米石木ダムの映画「ほたるの川のまもりぴと」（ダイジェス卜版の上映）

～里山に暮らす13世帯をめぐるド’キユメンタリー～

解説 ： 嶋津輝之さん

＊報告 「八ッ場タ．ムの現状J ：嶋津輝之さん

＊講演 「水はめぐる 水資源と水環境ー水は 「資源J だろうか？J
富永講｛悪さん〈お茶の水女子大学名誉教授〉

＊埼玉の会・総会

参加費 無料

ト与も 八ッ場タムをストッフ。させる埼玉の会
事務局；さいたま市桜区大字神田288-3-203 （大高万〉

fl &fa×： 048『826-6178

ブログ http://yambasaitama.b1og38.fc2.com

郵便振替口座： 00180-2-334064

議議機議機動機級料議議長為晶




