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八ッ場ダム建設事業の検証やり直しと事業からの撤退、
真に効果的な治水対策を求める申し入れ
福 田知事は 、９月２ ６日に１ 都５県の 知事連盟に よる「八ッ場ダム 建設事
業の 早期完成 を求める 申し入れ 」を国土 交通大臣に 提出しました。ま た栃木
木県議会は１０月１４日 、
「 八ッ場ダム建設事業の早期完成を求める意見書 」
を可 決し内閣 総理大臣 等に提出 しました 。ダム地元 住民の生活と地域 再生の
事業に国が責任を負うべきことは 、ダム建設の是非にかかわらず当然ですが 、
それ以外の要望は県民の思いとかけ離れたものです。
知 事ならび に県議会 の申し入 れは、９ 月１３日に 開催された八ッ場 ダム建
設事 業の関係 地方公共 団体から なる検討 の場におい て「八ッ場ダムが 治水・
利水 の両面か ら最も有 利である 」との検 証結果が国 から示されたこと を歓迎
し、 ダム本体 の着工と 早期完成 を求めま した。しか し、この検討の場 におけ
る検 証は、民 主党政権 が国民に 約束した 「予断なき 検証」とはほど遠 く、客
観的 で科学的 な検証を 求めてき た多くの 県民の期待 を裏切るものであ り、断
じて容認できません。
第 一に、本 県にかか わる治水 の問題で は、ダムの 「洪水調節効果」 の科学
的検 証があり ません。 このこと は河川工 学などの専 門家も指摘してい ます。
国 土交通省 自身２０ ０５年の 日本共産 党の塩川鉄 也衆院議員の質問 に対す
る答 弁で、全 く効果が ないと認 めていま した。とこ ろが今回の検証で はダム
による洪水削減効果が飛躍的に上がりました。
こ れまで河 川整備基 本方針で 関東地方 整備局が示 してきた利根川八 斗島地
点の 基本高水 流量は毎 秒２２， ０００立 方㍍で、そ れにたいするダム の洪水
調節 効果が平 均毎秒６ ００立方 ㍍でした 。ところが 今回の検証では、 八斗島
の目 標流量毎 秒１７， ０００立 方㍍にた いして平均 毎秒１，１７６立 方㍍の
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洪水 削減効果 があると され、削 減率は従 来の２．６ 倍に引き上がりま した。
また 目標流量 毎秒１７ ，０００ 立方㍍の 根拠は、１ ９４７年のカスリ ーン台
風に よる洪水 のピーク 流量との ことです が、利根川 の最近の６０年間 の最大
流量 毎秒９， ２２０立 方㍍と比 べ１．８ 倍もの過大 な数値です。この ように
数値 を操作し て導き出 した結論 で、他の 治水代替案 の費用に比べ「ダ ムが最
適」などといっても国民の納得は得られません。
９ 月の台風 １２号の 記録的な 豪雨災害 で、和歌山 県の三つのダムが 満杯に
なり 、治水機 能を失っ たことは 衝撃的で した。ダム の洪水調整能力に は限界
があり、仮に有効だとしてもダムより上流に降った場合だけです。
同 じ台風１ ２号で群 馬県前橋 市や伊勢 崎市では過 去最大の雨量でし たが、
利根 川とその 支流は、 どの地点 でも、洪 水ピーク水 位は氾濫危険水位 の数メ
ー ト ル 下 だ っ た と の こ と で す 。 そ れ で も 大 き な 被害 が 出 た の は 、「 越 流 」 で
はなく内水氾濫によるものだったと指摘されています。
栃 木県が利 根川の治 水につい て求める べきは、下 流域に降る雨や内 水氾濫
にた いする対 策であり 、それに はダムで はなく堤防 整備・強化、また 排水機
場や雨水浸透施設など直接効果のある対策が必要です 。知事は１都５県の「 お
つき あい」で はなく、 栃木県に かみ合っ た真の治水 ・洪水対策を求め る立場
にたつべきです。
第 二に、利 水につい てもまと もな検証 はありませ ん。国交省は首都 圏の水
需要 が減り続 けている 事実にフ タをし、 第５次利根 川荒川フルプラン では大
幅な 増加に転 じると予 測してい ますが、 その科学的 な検証もありませ ん。ま
して 福田知事 も必要だ と指摘し ていた利 根川流域全 体の水需要、利水 計画に
ついての検討もありません。
第 三に、地 質の問題 では大き な危険が 見落とされ ています。八ッ場 ダムが
浅間山 と草津白根山の下流に位置し火山堆 積物 で形 成された地質であるの
に 、地すべり対策や火山噴火 、大規模震災の影響などが検証されていません 。
地質 、火山、 災害の研 究者は、 ダム本体 と周辺代替 地の安全性に重大 な問題
があ ると指摘 しており 、とくに 住民が移 転する代替 地には３０㍍もの 盛り土
で土 地を形成 している 所もあり ます。専 門家の意見 を真摯に受けとめ 対策を
講じ なければ 、移転し た住民を 災害の危 険にさらす ことになりかねま せん。
こ れまで工 期が遅れ たのは、 代替地や 付け替え鉄 道・国道の地すべ り対策
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が困 難を極め ているか らだとい われてい ます。工事 をすすめるほど次 つぎに
地す べり対策 に追われ ている現 状を直視 するなら、 工期や費用が計画 通りに
納ま るはずが ないこと は火を見 るよりも 明らかです 。このようなダム 事業に
参画し続けることは県民益に反すると言わざるを得ません。
第 四に、今 回の検討 は検証を 行う主体 が国交省・ 関東地方整備局で あり、
ダム 推進の当 事者であ ることも 問題です 。本県を含 む「関係地方公共 団体か
らな る検討の 場」も、 検証検討 主体であ る国交省・ 関東地方整備局が 示した
案に 対して関 係自治体 の意見を 集約する だけです。 国に期待されたの は、ダ
ム推 進の立場 の人も， 反対の人 も納得で きる客観的 な検証を行うこと だった
はず です。ダ ムに批判 的な立場 の住民団 体や客観的 科学的な検証がで きる専
門分 野の学者 ・研究者 の意見を 反映させ ない「ダム ありき」の検証で は、国
民・県民の納得が得られるはずがありません。
つ いては、 国に八ッ 場ダム事 業の検証 やり直しと 真に効果的な利根 川流域
の治 水対策を 求め、県 として事 業から撤 退するよう 以下のとおり申し 入れま
す。
記
１． 八ッ場ダ ム建設事 業につい て、民主 党政権が約 束した全面的で科 学的客
観的 な「予断 なき検証 」をおこ なうよう 野田総理大 臣ならびに国土交 通大臣
に申 し入れる こと。ま た科学的 客観的全 面的な検証 にもとづかない今 回の検
討結 果をもっ て国とし ての方針 決定や着 工は行わな いよう申し入れる こと。
２． 八ッ場ダ ム建設事 業は栃木 県の治水 にとって役 に立たないばかり か、今
後大 幅に費用 負担がふ くれあが ることが 想定される 。治水効果の薄い 八ッ場
ダム 事業から 撤退し、 利根川堤 防の整備 ・強化、内 水氾濫防止対策な どを求
めること。
以上
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