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●マイケル　サイモン氏
オックスファム・オーストラリア - 人々、インフラと環境プログラム

オックスファム・オーストラリアのメコン地域アドボカシープログラムを

先導し、大規模インフラプロジェクトに影響を受けているコミュニティの

権利を支持する活動を行う。国際水力発電協会(IHA)の水力発電持続可能

性評価フォーラムにおいては、オックスファム・インターナショナルを代

表し、東アジアにおける戦略提言アドバイザーを務める。さらに、主にア

ジア開発銀行を中心に、オックスファムにおける国際金融機関に関する取

り組みを手がけている。

1996年にオックスファム・オーストラリアに参加して以来、政府、国際機関や企業への高レベル

での代表を努める。南アジア、東アジア、南米、アフリカ、アメリカ、ヨーロッパでの豊富な現場

経験を持つ。

●遠藤　保男（えんどう　やすお）
水源開発問題全国連絡会

1944年生れ。1972年4月から2005年3月まで東京都職員として公害局・水道局に勤務するか

たわら、環境問題・水問題をテーマとした市民運動に関わる。現在、水源連共同代表。

●波多江　秀枝（はたえ　ほづえ）
FoE Japan 委託研究員

国際環境NGO FoE Japanの「開発金融と環境プログラム」でボランティアを始める。2000年

から現在まで、サンロケダム事業のモニタリングを担当。2001年からは同プログラムのキャン

ペーナー、2007年からは委託研究員として、フィリピン各地の開発事業の現場を回り、地元の団

体と環境社会問題の解決に取り組んでいる。

●木口　由香（きぐち　ゆか）　　　　

(特活)メコン・ウオッチ

タイ語、ラオス語通訳・翻訳業を経て2001年よりメコン・ウォッチに参加。パクムンダムが建設

されたムン川での調査のため、プロジェクトコーディネーターとしてタイ滞在。メコン河流域の

人々の自然資源利用に関する調査・映像撮影、開発事業のモニタリングを担当している。2004年

より京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科博士課程入学、在籍中。2008年よりメコ

ン・ウォッチ東京事務局。
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世界ダム委員会（World Commission on Dams）について  
 

《世界ダム委員会（WCD）とは？》  

世界ダム委員会は、大規模ダムの効果、ダムの代替案、意思決定のプロセスに関するガイドラ

インを策定することを目的に、世界銀行および国際自然保護連合（IUCN）のイニシアティブの

もと、1998 年に発足した。委員会は、政府関係者、企業関係者、学識経験者、NGO 関係者によ

る委員で構成された独立組織である。またフォーラムメンバーとして、国際機関や民間企業、NGO

などの 68の組織が関わった。2000年 11月に最終報告書をまとめた後、委員会は解散した。 

 

《世界ダム委員会（WCD）最終報告書の概要》  

公正で持続可能な開発のためには「権利の認識とリスクの評価」に基づく新たなアプローチが必

要であると提案。 

●調査内容：WCDは活動期間中、次のような調査を行った。 

① 5大陸 8つのダムのケーススタディーと中国・インド・ロシアの国別調査 

② 社会、環境、経済、財政など 17のテーマ別レビュー 

③ 56カ国 125のダムの大型ダム調査 

④ 4カ国での（59カ国約 1,400人参加）コンサルテーション会合 

⑤ 関心を持っている個人、団体、機関による 950の提出物 

 

●調査結果（要点）：  

! 多くの大型ダムが電力、水の供給、洪水調整において当初想定していた効果をあげることに

失敗している。多くのダムが、当初想定していたコスト・時間を超過している。 

! 大型ダムは、魚や他の水生生物種の消滅、森林や湿地、農地の損失など大きな環境影響を引

き起こしている。生態系は回復不能な影響を受け、河川を取り巻く複雑な環境に変化が生じ、

外来種が繁殖し在来種をおいやっている。砂や栄養分がせき止められることにより、下流の

湿地や河口に影響が及んでいる。魚類など回遊性を持つ生物の繁殖能力が低下し、多様性が

維持できなくなる。河口域の魚類や海水魚も影響を受け漁獲高が減少する。鳥類への影響も

不可避である。 

! 全世界で 4,000～8,000 万人が、中国とインドでは 1950～1990 年の間に 3,500～4,200 万人が

ダム建設によって立退きを強いられた。 

! 世銀融資案件ではダム建設による立退きが 65％を占める。これらはダム本体の建設によるも

ので、関連施設の建設や上・下流での生活条件の悪化による移住は含まれていない。立退き

が強制される場合もあり、死者も出た。詳細な調査を行った 10 のダム全てで当初影響住民

の数が過小評価されており、世銀融資案件では当初比 47％の増である。そもそも「影響住民」

の定義が狭すぎて、補償も土地権を持つ者に限られ貧困層は除外されてきた。 

! 大型ダムは貧しいものには窮乏を強い、富めるものがそのほとんどの利益を享受してきた。 

 

●5つの核となる価値  

① 公平性、②効率性、③参加型意思決定、④持続可能性、⑤アカウンタビリティ 
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●7 つの戦略的優先事項：旧来のトップダウン的で技術的な費用便益分析から、公正で持続可

能な開発に移行するために以下に基づいて意思決定を行なうように提言。 

①パブリックによる受け入れ：ステークホルダーの特定は権利とリスクに基づく。その参加は

十分な情報を得たものであり、意思決定の受け入れは透明な過程と交渉を通じて論証。先住

民族、部族（tribe）、脆弱なグループについては特に重要。 

②包括的な選択肢（代替案）の評価：参加型過程。全ての政策・制度・管理・技術の選択肢を

評価するのに使われる。社会・環境面は経済・技術と同等の重要性がある。既存システムの

効率と持続可能性の向上に優先順位。 

③既存のダムへの取り組み：長期的に既存ダムの便益、影響などを再評価、更により長期的な

周期的再評価のシステムを導入する。便益の回復・改善・最適化の実施。被影響地域社会と

一緒に既存のダムの社会問題を再評価する。予期されなかった影響を特定する。 

④川と生活の維持：生態系システムの機能・価値・生活住民の依存度への理解。意思決定は生

態系システム・社会・環境影響の回避に優先順位をおく。生態系システムの機能や自然自体

の価値を国の政策に。絶滅の危機にある種への環境回避を優先させる。下流の環境と生活の

ための「環境フロー」を流す。 

⑤権利の認識と利益の分配：負の影響を受けるステークホルダーの特定と交渉への参加の基盤

をつくる。影響評価に含まれる範囲は広い。負の影響を受ける人々は最初の受益者となるよ

うにする。 

⑥ルールの遵守：ルールの遵守は独立した透明性のあるレビューを受ける。遵守計画は事前に

用意し、拘束力ある処置を特定する。遵守メカニズム関連の費用はプロジェクトに組み込む。 

⑦平和・発展・安全のための河川の共有：一国の水政策は流域国間の合意に関する条項を入れ

る。流域複数国は公正に分配すべきは、水ではなくその便益だというアプローチをとる。他

の流域国がダムに反対し独立パネルが支持した場合は建設されない。解決困難な国家間紛争

は国際司法裁判所などを活用する。 

 

●26項目のガイドライン：上記の優先事項を、水・エネルギー開発の 5つの段階（ニーズ評価・

代替案選択（調査研究）・プロジェクトの準備・プロジェクトの実施・プロジェクトの運用）

においてどのようにチェックするかが、26のガイドラインとしてまとめてある。ガイドライン

においては、基準に「調査・研究」をいれて 6段階としている。 

 

●ステークホルダー（利害関係者）への提言・勧告：「政府・関係省庁」「国内ＮＧＯと国際

ＮＧＯネットワーク」「被影響住民組織」「業者・契約者・開発者・コンサルタント」「民間資

金提供者」「二国間援助機関と多国間開発銀行」「輸出信用機関」それぞれに対する提言・勧告。 

政府へ 

・過去のダムにおける未解決の問題に取り組むための多様なステークホルダー（利害関係者）に

よる 設立委員会を設置する。 

・大規模ダムプロジェクトに関する既存の手続きや規則を再検討することを求める。 

・資源保全、効率性、分権的な代替案に対するあらゆる偏向や、参加プロセスを開かれたものに

することへの全ての障害を評価し、排除するための法律・政策・制度的な枠組を再検討する。 
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・国連総会の以下の決議を紹介し支持する。決議では、WCD 報告書の出版を歓迎し、政府がそ

の提言を受け入れ実行するように進め、持続可能的な開発に向けた本質的な前進という結果を

呼ぶことができる多様なステークホルダーの協力の積極的な事例としてこの報告書をリオ＋

10の過程に伝えていくとしている。 

二国間援助機関と多国間開発銀行へ 

・各国がWCD報告書に対応する行動を策定し、その勧告を実施する道筋を見出せるように支援

するプログラムをつくる。 

・資金提供が認められた全てのダム選択肢が代替案のランク付けに基づいて合意された過程か

ら生まれ、WCDのガイドラインを尊重していることを確実にする。 

・プロジェクトからセクターベースに資金提供のシフトを加速する。特に効果的で、透明性があ

り、参加型での、ニーズと代替案評価への財政的・技術的支援の増加と、構造以外の面での代

替案への資金提供を通じて行なう。 

・水準が低かったかもしれないもの、あるいは未解決の問題を示しているプロジェクトを明らか

にし、借り手にとってのそういったプロジェクトによる財政負担に取り組む中で共有するため

に、過去のプロジェクトのポートフォリオ（投資リスト）を再評価する。これに関わる未払い

の債務をキャンセルすること、債務支払を影響住民向けの開発支援に置きかえること、あるい

は借入国が未解決の経済・社会・環境問題に取り組むことを助けるための新たな支援を提供す

ることなどが含まれる、 

・貸付のポートフォリオのためのプロジェクト選び、審査プロセス、それに実施、モニタリング、

評価において必要な変更を決めるためにWCDの勧告に関連して内部のプロセスと運用上の政

策を見なおす。 

輸出信用機関へ 

・金融保証のための共通の環境・社会・越境の基準を導入し採用する。そしてそうした基準にそ

ってプロジェクトを審査するための制度組織的な能力を強化する。 

・ひとつの機関が拒否したダムプロジェクトを他の機関が受け入れることのないように、国際的

なレベルでの調整を改善する。 

・ダムプロジェクトへの民間セクター応募者に対して、適切な業務調査（due diligence）基準あ

るいはWCD勧告を守る自主的な行動規定に合致するよう要求する。 

・協議と情報公開は標準的な手続きとして推進する。 

国内ＮＧＯと国際ＮＧＯネットワークへ 

・鍵となる問題に関して他のアクターとの横断的なパートナーシップに参加する。 

・透明性と公開性を促進するため幅広く情報を収集、分析、発信する。 

・合意事項を遵守しているかをモニターし、不当な扱いをされた関係者の問題を解決したり、救

済を求めたりすることを支援する。 

・権利とリスクのアプローチに基づく水・エネルギープロジェクトに関係するステークホルダー

の特定を積極的に支援する。 

・ステークホルダーが自らの正当な権利を明らかにし、明言し、また表現するのに適切なフォー

ラムの設置に貢献する。 



1 

Tokyo Dams seminar  
January 12, 2011 
Michael Simon, Oxfam Australia 

世界ダム委員会から10年・・・
World Commission on Dams 10 years on... 

「水力発電持続可能性評価フォーラム
2010議定書」の役割
What is the role of the Hydropower Sustainability Assessment 
Forum’s 2010 Protocol ? 

1 

概要
Overview 

•  2011年現在の水力発電の状況。世界の水力発電開発の
動向は？

Setting the context for hydropower in 2011. What is the current 
state of hydropower development globally? 

•  WCD+10. HSAF議定書とは？役割は？
WCD +10. What is the HSAF Protocol? How does it work? 

•  誰が参加？なぜ？
Who was involved? And why? 

•  主要な課題は？
What are the key issues it addresses? 

•  他の基準や法規等との関係
How does it relate to other standards and regulations.  

•  河川と持続可能性の実現に寄与するか？
Does the Protocol have a role in determining better outcomes for rivers  
and sustainability? 

2 

水力発電の世界状況
Global context for hydro 

•  水力発電は再興段階
Hydropower is in a rejuvenation phase 

•  気候変動対策としての正当化される水力発電(石炭の代替燃料)の
増加

Hydro as a solution to climate change (as an alternative to power  
generated from coal) is increasing as a justification 

•  炭素市場のクレジットからの資金へのアクセスが水力発電開発業
者の関心に

Accessing finance for avoided emissions credits in carbon markets is  
an important goal for hydro developers 

•  エネルギー需要(政策)や外国の直接資本導入により、長い間環境
社会面の負荷が懸念されていたいくつかのダム(メコン流域の主流
なダム提案等)の再促進

Some dams (such as the proposed mainstream dams in the Mekong)  
long considered too environmentally or socially costly, are being  
pushed again – with projected energy needs (energy planning) and  
foreign direct income (sales into markets) as a major driver.  

3 

水力発電を再促進しているものとは？
What is driving the renewed interest in hydropower? 

•  投資機会‐地域の電力市場や電力産業にとっての巨大な利益
Investment opportunities – big money to be made into regional power markets, power  
hungry industries 

•  「伝統的な出資者(二国間ドナーや国際金融機関(ADB、世銀))」の役割の変化。現在は世
銀は水力発電を開発事業として位置づけ

Changing role of ‘traditional funders’. Eg bilateral donors and International Financial Institutions (ADB, WB).  
WB now talks of hydro as development project . 

•  民間セクターの役割の拡大
Growing role of the private sector 

•  地域内投資‐例）メコン地域の開発事業者のほとんどがタイ、ベトナム、中国、マレーシア、ロシア
Intra-regional investment – eg: Project developers in the Mekong region are now largely from Thailand,  
Vietnam, China, Malaysia, Russia 

•  今日の主要な出資者であり重要な意志決定者である途上国の銀行
Banks from developing countries are now key financiers …. and important decision makers 

•  透明性、アカウンタビリティ、国際基準の遵守がほとんど又は全くない
Little or no transparency or accountability or commitment to “international standards” 
 

4 
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WCDから10年
10 years on from WCD 

•  水はこれまで以上に貴重に
Water is more precious than ever 

•  緊張関係 : Tensions between 
–  食糧や生態系のための水; 
–  エネルギーや産業用の水
–  Water for food and ecosystems; and  
–  Water for energy and industrial growth 

•  河川と水産資源は、貧しい人々の食糧安全保障の要であり、
気候変動によりさらにその重要性が高まっている 

Rivers and aquatic resources remain central to food security for the poor, even  
more so with climate change 

•  水利用とアクセスに関する国際的な決定は、私たちの生活(
社会、経済、環境の基本的ニーズと権利)の全てに関わって
おり、国境を越えたところにある。

Globally decisions on water use and access cut across all aspects of our lives –  
social, economic, environmental, basic needs and rights – and may be  
transboundary 

要するに、WCDは、10年前と同様に今日でも重要である
In summary WCD as important today as 10 years ago 

5 

水力発電持続可能性評価フォーラム
Hydropower Sustainability Assessment Forum 

HSAFとは 2008年3月から国際水力発電協会(IHA)と共に、水力発電
セクターで測定とパフォーマンスガイドのツールとしてのIHA 持続可
能性アセスメント議定書(2006)をレビューし、提言するために、異なる
セクターの代表により構成されたグループ。
The HSAF was a group of representatives from different sectors who worked with 
the International Hydropower Association (IHA) since March 2008 to review and 
recommend enhancements to the IHA Sustainability Assessment Protocol (2006) 
as a tool to measure and guide performance in the hydropower sector. 

6 

 
HSAFの目的は？

What did the HSAF aim to deliver? 
 

 
•  以下のようなアセスメントツールを作ること・・・
The objective was to develop an Assessment tool that:   

– 実用的かつ客観的　 is practical and objective,  

– 様々な状況に対応可能でグローバルに実施可能 
–  is able to be implemented globally across a range of contexts,  

– 水力発電の持続可能性の問題において客観的な意志決定と透
明性のある仲裁の促進

–  facilitates objective decision-making and transparent arbitration on critical hydropower sustainability issues,  

– 水力発電セクターに使用され、外部機関に承認される
–  the hydropower sector commits to use, and that is endorsed by external organizations.    

 
 誰が議定書を使う？Who will use the protocol? 

•  産業界-リスク　Industry - risk 
•  市民社会-対話　Civil society - dialogue 
•  金融機関と政府-意思決定の支援
Financial institutions and Government – assist decision 
making 

7 

 
水力発電持続可能性評価フォーラムの参加者

Members of the Hydropower Sustainability Assessment Forum 
•  途上国 Develiping Countries 

–  Dr Yu Xuezhong, Institute of Water Resources and Hydropower Research; PR China 
–  Mr Zhou Shichun, Hydropower and Water Resources Planning and Design General Institute, PR 

China  

–  Mr Israel Phiri, Manager PPI, Ministry of Energy and Water Development, Zambia 
•  先進国 Developed Countries 

–  Mr Geir Hermansen, Senior Advisor, Department of Energy, NORAD, Norway  
–  Prof Gudni. A. Johannesson, Director General, National Energy Authority, Iceland 
–  Ms Kirsten Nyman, Policy Advisor for Sustainable Hydropower, GTZ, Germany (observer) 

•  環境有識者 Environmental Aspects 
–  Mr David Harrison, Senior Advisor, Global Freshwater Team, The Nature Conservancy 
–  Dr Joerg Hartmann, Lead, Dams Initiative, World Wildlife Fund 

•  社会有識者 Social Aspects 
–  Mr Michael Simon, Lead, People, Infrastructure and Environment Program, Oxfam 
–  Dr Donal O’Leary, Water Sector Specialist, Transparency International 

•  経済(資金)有識者 Economic (Financing) Aspects 
–  Ms Courtney Lowrance, Environmental Specialist, Equator Principles Financial Institutions Group 
–  Ms Daryl Fields, Senior Water Resources Specialist, World Bank (observer) 

•  水力発電セクター　Hydro Sector 
–  Dr Refaat Abdel-Malek, President, International Hydropower Association (IHA) 
–  Mr Andrew Scanlon, Coordinating Author, IHA Sustainability Assessment Protocol 

•  議長とコーディネーター　Chair and coordinator 
–  Forum Chair: Mr Andre Abadie, Director Sustainable Finance Ltd, PWC 
–  Forum Coordinator: Dr Helen Locher, Hydropower Tasmania 8 
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1. Washington, DC (USA)'
2. Santa Rosa (USA)'

3. Kafue (Zambia)'

6. Capadoccia (Turkey)'

5. Iguassu (Brazil)'

7. Reykjavik (Iceland)'

4. Yichang (China)'

9. May 2010, Vientiane, Laos'

8. February 2010, Chambery, France'

Nov 08:  Status Report 

Jan 08: Protocol Key 
Components Document 

Mar 09: Consultation Outcomes Reports  

Jul 09: Status Report 

Aug 09:  Draft Protocol 

Jan 10: Consultation & Trialling Outcomes Reports 

Mid 2010: Final Protocol 

既存のIHA持続可能性ア
セスメント議定書のレ
ビュー(2006)
Review Existing IHA Sustainability 
Assessment Protocol (2006) 

フォーラム開始
Forum Launch 

協議フェーズ１
Consultation Phase 1 

水力発電持続可能性
アセスメント議定書案
策定
Develop Draft Hydropower 
Sustainability Assessment 
Protocol 

協議フェーズ2＆試行
Consultation Phase 2 & 
Trialling 

最終議定書策定
Develop Final Protocol 

承認＆促進
Endorsement & Way Forward 

JAN-FEB 09 

SEP-DEC 09 

9 
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フェーズ2期間のHSAFの活動
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議定書案の試行
Draft Protocol Trials for Which Report Have Been Received 

Canada - 2 

Chile - 1 

Columbia - 1 

Brazil – 3 

South Africa – 3 

Zambia – 1 

China – 1 

Laos – 2 
India – 1 

Australia – 2 

Iceland - 1 

Germany - 1 

Ghana – 1 
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戦略的アセスメ
ント 

プロジェクトオペ
レーション 

プロジェクト準
備 

プロジェクト実施 

水力発電プロジェ
クト準備開始 

建築契約認可 プロジェクトの 
委任 

セクション I セクション II セクション IV 議定書のセク
ション：

プロジェクトス
テージ： 

各プロジェクトス
テージ毎の採択
ポイント 

セクションIII 

議定書案のセクション
Draft Protocol Sections 
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アセスメントツール
の項目と該当箇所
Topics and where they are in 
the Assessment Tools 
 

ES - Early Stage P - Preparation I - Implementation O - Operation 
ES-1 Demonstrated Need P-1 Communications & Consultation I-1 Communications & Consultation O-1 Communications & Consultation 

ES-2 Options Assessment P-2 Governance I-2 Governance O-2 Governance 

ES-3 Policies & Plans P-3 Demonstrated Need & Strategic Fit 

ES-4 Political Risks P-4 Siting & Design 
ES-5 Institutional Capacity P-5 Environmental & Social Impact 

Assessment & Mgmt 
I-3 Environmental & Social Issues Mgmt O-3 Environmental & Social Issues Mgmt 

ES-6 Technical Issues & Risks P-6 Integrated Project Management I-4 Integrated Project Management 

ES-7 Social Issues & Risks P-7 Hydrological Resource O-4 Hydrological Resource 

ES-8 Environmental Issues & Risks O-5 Asset Reliability & Efficiency 

ES-9 Economic & Financial Issues & Risks P-8 Infrastructure Safety I-5 Infrastructure Safety O-6 Infrastructure Safety 

P-9 Financial Viability I-6 Financial Viability O-7 Financial Viability 
P-10 Project Benefits I-7 Project Benefits O-8 Project Benefits 
P-11 Economic Viability 
P-12 Procurement I-8 Procurement 
P-13 Project Affected Communities & 
Livelihoods 

!"#$%&'()*+$,-)*+).$/'001234)5$6$738)93:''.5$ ;"%&'()*+$,-)*+).$/'001234)5$6$738)93:''.5$

P-14 Resettlement I-10 Resettlement ;"<=$>)5)?9)0)2+$

P-15 Indigenous Peoples I-11 Indigenous Peoples ;"<<$!2.3@)2'15$%)'A9)5$

P-16 Labour & Working Conditions I-12 Labour & Working Conditions ;"<B$7CD'1&$6$E'&F32@$/'2.34'25$

P-17 Cultural Heritage I-13 Cultural Heritage O-13 Cultural Heritage 
P-18 Public Health I-14 Public Health O-14 Public Health 
P-19 Biodiversity & Invasive Species I-15 Biodiversity & Invasive Species O-15 Biodiversity & Invasive Species 

P-20 Erosion & Sedimentation I-16 Erosion & Sedimentation O-16 Erosion & Sedimentation 

P-21 Water Quality I-17 Water Quality O-17 Water Quality 

!"<G$EC5+)H$I'35)$6$,3&$J1C93+K$

P-22 Reservoir Planning !"<#$>)5)&8'3&$%&)AC&C4'2$C2.$L39932@$ ;"<G$>)5)&8'3&$MC2C@)0)2+$

P-23 Downstream Flow Regimes I-20 Downstream Flow Regimes ;"<#$N'O25+&)C0$L9'O$>)@30)$

!"#$%&'(&)*+,-.-/%,&0123"45"#4$43*&622%227%53&8,-3-9-$&!-.492&#*&0%9:-5$
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議定書の代表的な項目
Typical Protocol Topic 

!"#$%&'()*+&,-(./)0&

This topic addresses the management of water quality issues associated with the 
operating hydropower facility.  The intent is that water quality in the vicinity of the 
operating hydropower facility is not adversely impacted by activities of the operator; that 
ongoing or emerging water quality issues are identified and addressed as required; and 
commitments to implement measures to address water quality are fulfilled. 

Scoring: 

1 - There are significant gaps relative to basic good practice. 

2 - Most relevant elements of basic good practice have been undertaken, but there is a 
significant gap.  

3    –  Assessment:  Ongoing or emerging water quality issues have been identified, 
and if management measures are required then monitoring is being undertaken 
to assess if management measures are effective.  

- Management: Measures are in place to manage identified water quality issues.  
- Conformance/Compliance: Processes and objectives in place to manage water 

quality issues have been and are on track to be met with no significant non-
compliances or non-conformances, and water quality related commitments have 
been or are on track to be met. 

- Outcomes: Negative water quality impacts arising from activities of the operating 
hydropower facility are avoided, minimised and mitigated with no significant gaps. 

4 - All relevant elements of basic good practice have been undertaken and in one or more 
cases exceeded, but there are one or more significant gaps in the requirements for proven 
best practice. 

5    –  Assessment:  In addition, identification of ongoing or emerging water quality 
issues takes into account both risks and opportunities.  

- Management: In addition, processes are in place to anticipate and respond to 
emerging risks and opportunities.  

- Conformance/Compliance: In addition, there are no non-compliances or non-
conformances. 

- Outcomes: In addition, water quality in the area affected by the operating 
hydropower facility is of a high quality; or the facility has contributed or is on track 
to contribute to addressing water quality issues beyond those impacts caused by 
the operating hydropower facility. 

 

Assessment Guidance: 
Water quality issues examples at the operation stage include: reduced 
oxygenation, aseasonal temperatures, stratification potential, pollutant inflow, 
nutrient capture, algal bloom potential, release of toxicants from inundated 
sediments, chemical or waste spills, etc.   
Assessment processes for water quality may be built into other plans and 
processes, e.g. visual inspections undertaken for operational purposes. 
Measures to address water quality at the operation stage may include, for 
example: aeration features to address dissolved oxygen levels; water 
management measures such as to ensure adequate water circulation and 
through-flow; vegetation management to address organic decomposition; 
addressing pollutants from non-project activities such as sewage, wastes, 
contaminated sites, etc.     
Avoid, minimise, mitigate and compensate is a concise expression for 
what is understood to be a sequential process.  Measures to avoid or prevent 
negative or adverse impacts are always prioritised, and where avoidance is 
not practicable, then minimisation of adverse impacts is sought.  Where 
avoidance and minimisation are not practicable, then mitigation and 
compensation measures are identified and undertaken commensurate with 
the project’s risks and impacts. 
Water quality opportunities may include, for example: addressing pollutants 
from non-project activities such as sewage, wastes, contaminated sites; 
groundwater stabilisation, improved water quality through oxygenation or 
temperature dispersion; new technologies; new service providers; 
partnerships with community waterway health monitoring groups; participating 
in or forming catchment management groups to address water quality issues 
at the catchment level; etc. 
Potential interviewees: power station or company environmental manager; 
government representative (e.g. from environment department), independent 
expert 
Examples of evidence: water quality monitoring reports; water quality 
management plans 

説明と目的
Statements of Description & Intent 

アセスメントガイダンスノート‐
定義、例等
Assessment Guidance Notes – 
definitions, examples, etc 

可能性のあるインタビュー対象と
証拠
Examples of Potential Interviewees & 
Evidence 

スコアレベル1̃5
Scoring Levels from 1-5 

レベル3 基本のグッドプラクティス
Level 3 - Statements of Basic Good Practice 

レベル5-立証済ベストプラクティス
Level 5 - Statements of Proven Best Practice 
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持続可能性の分析表：
予測される成果の例

Sustainability Profile: 
An Example of How Results Could be Presented 
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ダム開発業者と出資者‐環境社会基準を改善するための世界的な期待 
Dam developers and financiers – global expectations for improving environmental and social standards 
 
• 　IFCパフォーマンス・スタンダードと赤道原則
IFC Performance Standards and Equator Principles Banks 

• 　開発銀行のセーフガード政策   
Safeguard policies of Development Banks 

• 　国連条約   
UN Conventions 
• 　世界ダム委員会   
World Commission on Dams  
• 　国内・国際法‐流域合意    
National and international regulations – basin agreements 

遵守と透明性？
赤道原則、IHA持続可能性ガイドライン、HSAF議定書は自主的であり、多くの場合公開されな
い。基準、原則、ガイドラインを満たしているかどうかの独立した評価が必要 
Compliant and transparent? 
The Equator Principles, the IHA Sustainability Guidelines and the HSAF Protocol are voluntary and often will not be 
public. Independent assessment as to whether the standards, principles, and guidelines are met is imperative. 
 

既存のダム基準とHSAF 
Existing Dam standards and the HSAF 

16 
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•   全てのステークホルダーの容認可能性‐ どのようにして政府が適用するか？なぜ政府は使うのか？
評価の実施により何が得られるか？ 

Acceptability by all stakeholders – how will Governments apply it? Why would Governments use it? What are the consequences 
once an assessment is undertaken? 

•   他の基準やセーフガード（世界ダム委員会、CDM、世銀の政策）との整合性  
Fit with other standards and safeguards (WCD and CDM, Bank policies) 

•   民間セクターによる一貫性、意義ある実施（IHA-IHA以外の開発業者） 
Consistent and meaningful implementation by private sector (IHA   - non IHA developers) 

•   HSAF議定書のプロジェクト重視は、累積アセスメント、レガシー、流域の問題への対応を困難に 
Project focus of protocol makes assessment on cumulative, legacy and basin wide issues difficult 

•   対象範囲外の問題に対して‘測定されること’に積極的でない産業界　例）水質、移転などの政府のプ
ログラム) 
Industry reluctant to be ‘measured’ on critical issues deemed to be outside their scope of influence (eg. water quality, government 
implemented programs such as resettlement)  

•   先進的な企業(高いCSR目標を持つ)は全ての項目でスコア5を得点したがる̶が、それらの企業は第３
者によるアセスメントをいとわないか

Progressive companies (most with high CSR requirements) want to score 5s…on everything  -  will they be willing to accept 3rd 
party assessment 

Some of the key issues and hot debates 主要な課題・挑戦
Summary of the key issues and challenges 
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議定書最終化に向けたIHAによる一括例
Example of How IHA Might Package Commitment Post-Protocol Finalisation  

(ideas under development) 
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Thank you 
Michael Simon michaels@oxfam.org.au 

http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/
Hydropower_Sustainability_Assessment_Protocol_November_2010.pdf 
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Briefing Paper  

The World Commission on Dams  Ten Years on.  

 

In 2010, the World Commission on Dams celebrated its tenth anniversary. A decade after it 

was launched, what is the relevance of the WCD today for ensuring our rivers are sustained 

for future generations? 

 

What is the World Commission on Dams? 

By the late 1990s large dams had been become widely known as the cause of massive 

disruption for local people and were a direct contributor to tensions over the use and access 

to water across the globe. The independent World Commission on Dams (WCD) was 

initiated to bring together different stakeholders in dams to negotiate an approach to better 

decision making on water infrastructure.  

The WCD was a global multi-stakeholder body constituted in 1998 by the World Bank and 

World Conservation Union (IUCN) to consider the impacts and development effectiveness of 

large dams, consider alternatives to dams and to develop guidelines for decision making on 

planning, constructing, operating and ultimately decommissioning large dams.  

The WCD delivered its final report in 20001. It was launched in South Africa by Nelson 

Mandela and it documented the lessons learned from a century of building large dams, and 

most importantly, sets out a framework and guidelines for better decision making for the 

development of water infrastructure, alongside the protection of the environment and the 

rights of people who use and rely on rivers and their resources for their livelihoods.  
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http://www.dams.org/report/
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What are the outcomes:  

The WCD presents a framework for decision making, which includes  5 core values, 7 

made up of the research, commissioned papers, case studies and submissions that were 

received for the WCD process. The WCD proposes that the most favourable development 

results will be delivered from negotiated outcomes based on rights- and-risks assessments.  

The WCD core values and strategic priorities are generally accepted without dispute by all 

stakeholders. The core values are: 

!"#$%&' !(($)$*+)&' ,-.%$)$/-%0.&'1*)$2$0+'3-4$+5' 6#2%-$+-7$8$%&' 9))0#+%-7$8$%&'

 

The  seven strategic priority areas for improved decision making on dams are: 

 gaining public acceptance for key decisions (SP1); 

 the need to undertake comprehensive assessment of all available options for 

meeting water and energy needs (SP2);  

 addressing outstanding issues from existing dams before building new ones (SP3);  

 the importance of protecting healthy rivers for livelihoods (SP4);  

 recognising the entitlements and equally sharing benefits (SP5); 

 ensuring compliance (SP6) and;  

 sharing rivers for peace, development and security (SP7).  

These are then further articulated into 26 guidelines for good practice implementation of 

the principles outlined in the strategic priorities.  
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Current status 

The WCD recommendations form the basis for many decision-making processes for dams 

around the world and constitute international soft law. The rights approach espoused in the 

WCD, reflects International Human Rights recognised in a range of UN conventions. The 

recommendations have been adapted to national contexts in various public dialogue 

processes around the world, as well as being promoted through development partnerships 

amongst donor/recipient governments.  

But despite this, many key dam building nations, institutions and dam developers are not 

using the WCD comprehensively. Some feel that its approach to assessing rights and risks 

is not practicable.  

But some areas covered by the WCD, considered contentious at the time, have seen a lot 

of progress over the decade since its launch. For example WCD promoted the importance 

of gaining the free, prior and informed consent (FPIC) of Indigenous Peoples affected by a 

project, and in 2007 the UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples came into 

force confirming the right to FPIC. Also, the concept of environmental flows for rivers has 

become far more accepted in planning infrastructure and managing rivers for 

environmental and social outcomes. And there is a growing acceptance that avoiding 

social and human rights impacts is good risk management for businesses developing and 

operating infrastructure projects; and that projects based on strong human rights based  

impact assessments will more likely gain (and retain) a social license to operate.   

 

 

Even though the WCD core values and strategic priorities are accepted by many 

stakeholders in dam development, some claim that implementing the guidelines 

comprehensively would lead to no infrastructure ever being built again.  Some nations and 

intergovernmental processes do use the WCD though  such as those who require 

assessment against WCD compliance for accessing carbon credit markets2. Others have 

used the WCD as a base for stakeholder dialogue, and some private institutions have used 

elements of the WCD to inform policy and decision making. But despite this uptake the key 

challenge remains for seeing the WCD approach used more consistently and 

comprehensively.  
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What needs to happen? 

Globally the competition for scarce resources is only increasing. Water, as a fundamental 

building block for life, is at the heart of the tension. Decision making on how we use, manage 

and preserve water resources and rivers now and into the future is one of the fundamental 

international challenges; heightened in importance by the effects of climate change.  The 

outcomes of these decisions directly affect the environment, the poor and those who rely on 

rivers for their livelihoods. In many ways this was exactly what the WCD was constituted to 

assist with, and as such, points to the relevance of its recommendations in coming decades. 

But whether or not the WCD itself is the focus, recognizing the rights of, and assessing the 

risks to all parties affected by water  infrastructure remains essential to better sustainable 

development outcomes.  

 

 

 

Further reading:  

International Rivers Briefing Kit. Protecting Rivers and Rights: The World Commission 
on Dams Recommendations in Action. Available at 
http://www.internationalrivers.org/node/5593 

Dams and Development: A New Framework for Decision Making. Available at 

http://www.dams.org/report/ 

 

http://www.internationalrivers.org/node/5593
http://www.dams.org/report/
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Briefing paper 
Hydropower Sustainability Assessment Forum and Protocol 
 

Overview 
In 2000 the World Commission on Dams released their Dams and Development Report, 
outlining a comprehensive framework for decision making on water and energy projects; 
based on recognizing the rights of, and assessing the risks to, all stakeholders. The 
hydropower industry’s International Hydropower Association (IHA), an industry association 
with around 100 members, responded to the WCD by developing its own Sustainability 
Guidelines (2004) and Sustainability Assessment Protocol (2006) (SAP). These tools were 
developed by the industry alone and had had limited take up, and had received considerable 
criticism on how they differed from the WCD. 

As such in early 2008, at a time of global renewal of interest in hydropower, the Hydropower 
Sustainability Assessment Forum (the Forum) was convened to review and improve the IHA 
SAP. The Forum was hosted by the IHA in response to a proposal by the NGOs the Nature 
Conservancy and WWF. The HSAF drew together members from different sectors involved 
in water and energy and operated for 2 and half years. To ensure the hydropower industry 
was committed to the cross-sectoral process, the Forum focused its work on a revision, 
update and expansion of the IHAs 2006 SAP.  

The HSAF delivered its Hydropower Sustainability Assessment Protocol (the Protocol) in 
September 2010. This was formally adopted by the IHA in late 2010. The Forum process 
was principally funded by the Governments of Norway, Iceland and Germany.  

The HSAF Protocol was developed as a tool to guide and improve the performance of the 
hydro sector.  This sector has a history of major environmental and social impacts. The 
Protocol seeks to measure sustainability performance based on an equal consideration of 
economic, environmental, social and technical considerations.  The Protocol considers the 
most important issues that arise at different stages of a project’s life cycle. It presents stand-
alone tools to cover i).early stage assessment, ii). preparation, iii).implementation and 
iv).operation of a hydro project.  As such it has potential to be an extra tool for decision 
makers. It should work alongside, and not replace, existing standards, norms and policy 
requirements – to consider options so that both energy and water needs are met, thereby 
facilitating more sustainable outcomes for rivers. But ultimately the test of its effectiveness 
will be on how it is used and implemented by the hydro sector and other stakeholders.  

 
What the HSAF Protocol is! and what it is not.  
The Protocol framework presents a set of tools for measuring sustainability, and when 
applied can provide stakeholders with a profile of sustainability issues, risks and 
opportunities regarding a specific dam.  The Forum identified sustainable development 
principles as its focus; prioritizing development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs.  The Protocol can be 
used to improve management of an existing project, or may be used to assess a project at 
the early stages of planning, project preparation or implementation. 

It is important to understand that the HSAF Protocol is not a sustainability standard and does 
not replace existing policies, regulations or standards of Governments or HSAF member 
institutions. If applied with transparency and in a participatory way alongside other tools and 
standards, it has the capacity to improve performance of the hydropower industry and dam 
developers.  
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Unresolved areas for further work 
A number of outstanding areas in the Protocol are flagged for future work, and some critical 
areas of non-consensus remain (Resettlement, Project affected communities and Free, Prior 
and Informed Consent). Also, the approach to governance, licensing and use of the Protocol 
remains to be resolved – with outstanding concerns about the terms and conditions limiting 
its usefulness as a tool for dialogue amongst stakeholders.    
 

What is the Hydropower Sustainability Assessment Forum and What was it 
constituted to do? 
The HSAF was conceived with the following aim:  

To develop an enhanced sustainability assessment tool to measure and guide 
performance in the hydropower sector, to provide more consistency in the 
approach to assessment of hydropower project sustainability based on the IHA 
Sustainability Assessment Protocol 2006. 

 

Forum Members were selected to represent cross-sectoral interests in hydropower. It 
included some of the main developers of hydropower – from Governments and the 
hydropower and finance sectors. And it also included non-Government representatives with 
expertise in social and environmental issues.1 Most representatives also had reference 
groups informing their inputs. 

 
Members of the Hydropower Sustainability Assessment Forum 

Developing 
Countries  

Dr. Yu Xuezhong, Research Professor, 
China Institute of Water Resources and 
Hydropower Research, PR China  

Mr. Zhou Shichun,  Senior Engineer, 
China Hydropower Engineering 
Consulting Group Co., PR China  

Mr. Israel Phiri, Manager PPI, Ministry of 
Energy and Water Development, Zambia  

Developed 
Countries  

Mr. Geir Hermansen, Senior Advisor, 
Department of Energy, Norad, Norway  

Prof. Gudni A Johannesson, Director 
General,  
National Energy Authority, Iceland  

Ms. Kirsten Nyman, Policy Advisor for 
Sustainable Hydropower, GTZ, Germany 
(observer)  

Finance 
Sector - 
Economic 
Aspects  

Ms. Courtney Lowrance, Vice President, 
Environmental & Social Risk Management, 
Citigroup Global Markets Inc, representing 
the Equator Principles Financial 
Institutions Group 

Ms. Daryl Fields, Senior Water Resources 
Specialist,  
The World Bank (observer) 

 

Hydropower 
Sector  

Mr. Andrew Scanlon, Manager Business 
Sustainability,  
Hydro Tasmania 

Dr. Refaat Abdel-Malek, President,  
International Hydropower Association 

 

NGOs - 
Environmenta
l Aspects  

Dr. Joerg Hartmann, WWF Dams Initiative 
Leader,  
World Wide Fund for Nature (WWF) 

Mr. David Harrison, Senior Advisor, Global 
Freshwater Team, The Nature 
Conservancy 

 

NGOs - Social 
Aspects  

Mr. Michael Simon, Lead, People, 
Infrastructure & Environment Program, 
Oxfam  

Dr. Donal O’Leary, Senior Advisor, 
Transparency International 

 

 Forum Chair:  Mr. André Abadie, Director, 
Sustainable Finance Ltd. 

 Forum Coordinator:  Dr Helen Locher, 
International Hydropower Association   

!

 
 
 

                                                        
1 NGOs critiquing the HSAF identified that there was a significant gap in membership representation in that no project affected people or NGOs from developing countries were 
asked to join the Forum, and expert stakeholder groups  were also not included. Some of these critiques are cited at end of this paper.  
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How did the Forum operate? 
The HSAF employed a process of review, analysis, expert input and dialogue. The Forum 
brought together representatives with very different concerns and approaches regarding 
hydropower. Given the diversity of views and policies of those represented on the Forum a 
great deal of negotiation and compromise was required. The HSAF used a consensus 
approach to decision making and was supported by an independent Chair and Coordinator. 
The HSAF met 9 times face to face over a 2 ! year period and also held numerous webinar 
and telcon meetings. It incorporated two global information outreach and consultation 
periods during its operation; and developed progressive drafts which were publicly released 
for comment.  

 
What are the outcomes of the HSAF? 

The HSAF has produced a Final Recommended Protocol and this has now been adopted by 
the IHA. In addition to the four stand alone Assessment Tools, the Protocol includes a 
Background Document which explains the tools and the processes and procedures for 
undertaking an assessment. It also includes guidance for the user on how the Protocol 
addresses critical information such as the high profile and cross cutting issues - human 
rights, gender, integrated water resource management, transboundary issues, legacy issues 
and so on.  

"#$%&'!()!*&+,+-+.!/00'001'2,!3++.0!425!647+&!8'-#0#+2!*+#2,0!

 

  

 

 

 



 

/ 4 

 

 

Within each protocol tool there is a set of topics important in forming a view on overall 
sustainability of a project at that stage of the project life cycle. The topics when taken 
together form the list of issues that must be considered to fully understand the project from 
a sustainability perspective. Each page of the Assessment Tool has a common approach 
to presenting the topic or issue under consideration. Each page includes:  

• Statements of description and intent for that topic. The description defines the 
topic scope. 

• Scoring statements. These use a 5 score scale with good practice articulated at 
score 3.  

• Assessment guidance. Includes, definitions, concepts and examples of objective 
evidence or elaboration on topic description, intent or scoring. 

The four Protocol Assessment tools are designed as stand-alone assessments applied at 
different stages of the project cycle. The following table presents a snapshot of some of 
the topics covered.2 

 

 

Integrative  Environmental  Social  Technical  Economic / 
Financial  

Demonstrated 
Need  

Downstream 
Flow Regimes  

Resettlement  
Siting & 
Design  

Financial 
Viability  

Policies & Plans 
Erosion & 
Sedimentation  

Indigenous 
Peoples  

Hydrological 
Resource  

Economic 
Viability  

Governance  Water Quality  Public Health  
Infrastructure 
Safety  

Project 
Benefits  

Integrated Project 
Management  

Biodiversity & 
Invasive 
Species  

Cultural Heritage  
Asset 
Reliability & 
Efficiency  

Procurement  

Communications 
and Consultation  

Waste, Noise 
and Air Quality 

Project Affected 
Communities 
and Livelihoods 

Institutional 
Capacity 

Procurement 

!

 

                                                        
2 For a full list of topics covered see the Protocol Background Document, p.9 at 
http://www.hydropower.org/sustainable_hydropower/Hydropower_Sustainability_Assessment_Protocol_November_2010.pdf 
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Protocol Current status 
By adopting the protocol the IHA’s member organizations will be encouraged to utilize the 
protocol in the management and development of projects. The protocol can be used to 
inform managers to make changes for sustainability outcomes in the way they operate their 
plants and reservoirs; and it can be used to assess project proposals, plans and construction 
implementation.  

The IHA is now planning training packages to build awareness and understanding of the 
Protocol; and to equip accredited assessors who are recognized to have the capacity to 
implement the protocol assessment consistently and with high quality. This training and 
outreach will commence in 2011; alongside project trials undertaken by IHA members. 
These trials and ongoing inputs from stakeholders will inform future amendments of the 
Protocol.  

The next phase of implementation and training presents an important test as to the ultimate 
usefulness of this tool in improving industry practice. Critical will be the transparency and 
independence of assessments; and the willingness of the proponents to open their projects, 
and the assessment process, to third party independent scrutiny. But perhaps the most 
critical test will be how the assessments include and respect the views, interests and rights 
of project affected communities.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Why did Oxfam join the HSAF? 
Oxfam works to support farmer and fisher communities to maintain connection to their rivers, 
lands and livelihoods. In 2000, Oxfam endorsed the WCD: Dams and Development Report 
and decision making framework. Oxfam sees this as the main reference document for better 
outcomes regarding water governance and dam issues; and the tool which most clearly 
supports the rights of project affected communities. However, despite the WCD being 
acknowledged and implemented by many stakeholders, some of the key actors in 
hydropower only selectively use, or even reject the WCD framework.  

Given this, Oxfam joined the HSAF as it presented an opportunity to work with some of 
these stakeholders in dam building who proposed that the WCD is too difficult to implement. 
Oxfam was particularly interested as it provided a means for dialogue with the hydropower 
industry, Governments and financing institutions who are the main proponents of new dams.  
Our bottom lines were to seek ways to advance the approach and guidelines of the WCD.  
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How does the Protocol relate to World Commission on Dams (WCD) framework?  

The HSAF Protocol is not a replacement for the WCD Framework. It also does not replace 
other existing standards or safeguard policies used by the Development Banks or other 
financing institutions.   

The protocol is a framework with specific tools, designed to assess specific hydropower 
projects (Preparation, Implementation and Operation Sections), or the context from which 
specific projects will emerge (Early stage section). The protocol is not as comprehensive as 
the WCD in that it does not assess all options for water and energy needs. It is also less 
clear in its expectations for adopting a rights approach - the critical measure for sustainability 
underpinning the WCD approach.  

 
 

The Protocol does accept some critical aspects of WCD. For example, while there are some 
caveats to be worked through, the rights of indigenous peoples to Free, Prior and Informed 
Consent over projects on their lands and territories is included; it accepts that human rights 
are a critical measure for sustainability in hydropower;  that avoidance of impacts down and 
upstream of dams on environment and livelihoods is a priority; and that resettlement impacts 
be avoided, while project benefits should be prioritized for affected peoples.  

But while the Protocol recognizes these as important, what is not acceptable is that the 
Protocol sees most of these as achievable only in best practice projects or situations. Oxfam 
believes that unless these approaches are adopted across the board, as basic or ‘good 
practice’ expectations, too many people and the environment will continue to bear the brunt 
of detrimental impacts from dams. Addressing these issues must be a priority for future 
improvements of the Protocol and should be addressed now in application, including via 
training and support materials for assessors.     
 

Further reading:  

!"#$%&'()*++(#,(,&-.*/*)*%&*0&/1(&23,.*-*4(.&567/$"#$8"%"/3&977(77+(#/&!*.6+:&
1//-:;;444<13,.*-*4(.<*.=;767/$"#$8%(>13,.*-*4(.;259!>23,.*-*4(.>567/$"#$8"%"/3>977(77+(#/>?.*/*)
*%<1/+%&

@#/(.#$/"*#$%&'"A(.7&)."/"B6(7&*0&/1(&259!:&1//-:;;444<"#/(.#$/"*#$%."A(.7<*.=;(#;7*)"$%C$#,C(#A".*#+(#/$%C
7/$#,$.,7;13,.*-*4(.C767/$"#$8"%"/3C$77(77+(#/C0*.6+&

[Type a quote from the document or 
the summary of an interesting point. 
You can position the text box 
anywhere in the document. Use the 
Text Box Tools tab to change the 
formatting of the pull quote text box.] 
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ダムをめぐる新たな議論：河川開発の国際潮流と日本 
 

タイ・パクムン水力発電ダム事業 
ー住民パワーが運転を止めたダムの行方ー

(特活）メコン・ウォッチ 
木口由香

1

パクムンダムの位置

タイ・ウボンラチャタニ県コンヂアム郡 2

パクムン水力発電ダム 

! 水力発電を主とする多目的ダム 
! 実施機関：タイ発電公社 
! 資金供与：世界銀行（国際開発復興銀行：

IBRD）が「電力システム開発プロジェクト（3）」
として5400万ドルを融資 

!  1994年に完成、運用開始 
! 住民の強い反対運動が起こる 
!  2001年試験的な水門開放と影響調査 
!  2003年より年4か月の水門開放で運転 
3

パクムンダム

発電能力は136メガ
ワット 

バンコクの大型デ
パート5軒分の電力
をまかなう程度の規
模 

乾季の水不足や雨
季のメコン河からム
ン川への逆流で計
画発電量の半分以
下で発電

4
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住民の抵抗で水門開放実現

!  水門開放要求運動（1999-2000年） 
!  政権交代によって暫定水門開放と影響調査が実現

(2001-2002年） 
!  2002年、5年間の水門開放が提言されるが、タイ政府は
事業主体に配慮し結果を無視 

!  2003年より、地元漁業への影響緩和のため年間4か月
間の水門開放（発電休止）で運転 

!  2010年、再び水門開放運動が活発化、現政権の貧困者
対策で特別委員会設置 

!  水門の永久開放が提言され、2月に閣議にかかる予定だ
が、水門は12月29日に再度閉じられる 

5

メコン河流域

6

地域環境の
特性
明確な雨季と乾季 

乾季と雨季では雨
量に大きな差 

水位変動に従い、
河川内での魚の回
遊 

ムン川：タイ東北部
を流れるタイ国内で
は流域面積最大の
メコン河の支流 

地域有数の漁場
出典 : メコン河委員会7

「予期せぬ」
漁業被害 
↓ 

ダム完成後
の漁業補償
運動 
↓ 

水門開放 
運動

ダムと住民運動の変遷

8
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ダム関連施設と首相府前占拠による 
非暴力運動

9

過小評価された漁業への影響

! ダム建設前に魚・漁業に対する考慮なし 
! 工事前に住民の懸念を受け補償と魚道設置 

! 　ダムからの距離で補償額を減額、住民反発 
! 　魚道は機能せず 

! 住民運動激化 
! 3,966世帯が工事期間3年の補償対象（90,000
バーツ／世帯）、工事終了後も資源は回復せず 

! 約10,000世帯が水門開放要求（1999年～） 

10

世界銀行とパクムンダム

! 世界銀行（国際開発復興銀行）「電力システム開発
プロジェクト（3）」として5400万ドルを融資 

! 事前の決定は理事会で投票、アメリカ、ドイツ、オー
ストラリアが反対、カナダは棄権 

! 日本が途上国の票を取りまとめ、融資を決定する原
動力になったとタイで報道される 

!  1998年の世銀業務評価報告書：「環境社会影響を考
慮して被害を最小限度にした」と評価 

! 国際NGOなどからも批判。世界ダム委員会のケー
ススタディに 

11

世界ダム委員会（WCD)

!  世界中のダムをレビューして問題点を分析、今後に向け
た勧告をすることを目的に 

!  世界銀行と国際自然保護連合（IUCN）が中心となって
設立を働きかけ 

!  政府・企業・市民社会が共同で運営する独立した機関と
して 1997年に発足 

!  2000年に最終報告書発表 
!  パクムンダムの事例「問題点をきちんと考慮していれば
建設されなかったであろう」と結論 

!  実施主体からは異論

12
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水門開放要求運動の結果

!  現地大学による調査で、住民の貧困化が明らかに 
!  2002年、大学は試験的な5年間の水門通年開放を提言 
!  タイ政府（タクシン政権）は結果を無視、年間4か月の妥
協案でダムを2003年から運用 

!  電力需要と関わりなく、水門閉鎖の動きが毎年発生 
!  続く行政と住民の対立 

!  2010年は政治的混乱で開放が遅れ、かつ4か月前に水門閉
鎖（その後洪水で再度開放） 

!  政府特別委員会は水門の開放を提言 
!  政府要人が水門開放を約束、閣議決定を待つばかりとなった
が、12月29日、水門が閉じられてしまう

13

パクムンダムの
広域影響

出典 : メコン河委員会

•  魚の回遊と
産卵につい
ての詳細な
情報の不足

•  本当の影響
地の広がり
は不明

？

14

水門開放の効果と課題

! 流域の漁業資源
回復の可能性 

! 住民の生業の回復 

しかし・・・ 
! ムン川流域の開発
進行（道路や市街
化の産卵地への
影響） 

! メコン本流ダム計画
15

メコン河流域の「価値」とは

「食べる」ことのできる生態系が残るメコン河流域を、人
々の暮らしとともに保全することが急務16
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ダム事業の検証 
何とか実現させるには

2011/1/12

世界ダム委員会（WCD） 
10周年記念イベント 
 
水源開発問題全国連絡会

２００９年９月１８日

「政権交代後の日本のダム事情」 
～なぜか迷走 さてどうしよう !!～

2 

「政権交代後の日本のダム事情」　その経過
•  2009年9月16日：連立政権発足。八ッ場ダムと川辺川ダムの中止表明。現在計画・
着工中の国土交通省関係143基のダム事業の見直し発表。 

•  2009年10月9日：「平成21年度におけるダム事業の進め方について」と「補足説明」発
表。「見直し終了までは新たな段階には入らない」とした。しかし、実際に工事が一部
凍結されたのは６事業だけ。 

•  2009年12月25日：「既存施設の機能増強を目的としたもの、11 月までにダム本体工
事の契約を行っているもの」も検証対象事業から除外。補助ダムは検証への協力を
要請

•  2010年3月26日（金）前原大臣会見
もう既に１２月以降に本体工事契約を行うとしていた５ダムは、各県の最終判断の
結果等を踏まえ、これは計画通りに事業を進める予算を配分することとし、検証を
要請する対象から除外。

•  2009年12月3日、「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議」発足
•  2010年1月20日～2月19日、同有識者会議は新たな治水対策案とダム事業検証の
評価軸に関するパブリックコメントを募集

•  2010年7月16日～ 8月15日、同有識者会議は、ダム検証の手順と基準をまとめた
「中間とりまとめ（案）」に関してパブリックコメントを募集。

•  2010年9月27日、「中間とりまとめ」 公表
•  2010年9月28日、国土交通大臣がダム事業の検証を指示・要請

3 

ダム見直しへの都道府県
の凄まじい抵抗

政権交代後の『コンクリートから人へ』の政策転換に対する
地方の抵抗はすさまじい。 

その際たるものが八ッ場ダムに関する１都５県の知事によ
る抵抗である。民主党政権から自民党政権への復帰を
狙った政争の具と化している。生活再建策を進めることが
まったくできない。気の毒なのは水没予定地住民。 

国交省から補助ダムの検証を要請されることになる道府
県の2010年4月段階の方針を朝日新聞・毎日新聞が報じ
ている。検証を拒否しているダム事業が４つもある。検証を
実施するとしている県でも、事業推進を明確にしている県
が多い。

4 

中止になったダム事業
（国交省関係の直轄ダム、水機構ダム、補助ダム）ダム事業の中止の経過

1990年代後半からダム計画が徐々に中
止されるようになった。

（細川内ダム、清津川ダム、紀伊丹生川
ダム、新月ダム、東大芦川ダムなどが中
止）

ダム計画中止の要因 
! 　ダム反対運動の広がり 
! 　財政危機 
! 　水需要の減少傾向

しかし、今なお、多くのダム事業が進行中である。国交省関係
で145基、農水省関係で11基のダム事業が進められている
（2010年度）。

中 年 直轄・ 機構ダム 補助ダム 計

1996 年度 2 2 4
1997 年度 0 6 6
1998 年度 0 7 7
1999 年度 0 0 0
2000 年度 12 35 47
2001 年度 0 8 8
2002 年度 6 8 14
2003 年度 4 6 10
2004 年度 1 2 3
2005 年度 0 6 6
2006 年度 0 4 4
2007 年度 0 2 2
2008 年度 1 1 2
2009 年度 1 1 2

計 27 88 115
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平成21年度ダム事業の国交大臣の方針（2009年10月9日）

直轄・水資源機構ダム　
　　（１）平成２１年度内に①用地買収、②生活再建工事、③転流工工事、④本体　
　　　　工事の各段階に新たに入らないこととし、新たな段階に入ることとなる工事　
　　　　の契約や用地の買収などは行わないこととする。
　　（２）　既存施設の機能向上を行っている８事業を除く（天ヶ瀬ダム再開発ほか）。
補助ダム　　
　　道府県知事の判断を尊重　

新段階への移行がストップされたのは６事業のみ

新段階に移 しない事業 着 しない 事内容

平取ダム 本体のための 事 道路
サンルダム 本体 事
坂ダム 地の買収

思川開発 導 路 事
曽川 系連絡導 路 導 路 事のための進 路

原川ダム 転流
6 

国交大臣の方針（2009年12月25日）
ダム事業の検証と平成22年度の予算

新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業
　平成２２年度に行われる145ダムのうち、下記の３項目のいずれかに該当するダム事業以外の
事業を検証の対象とする。
① 既に、ダムに頼らない治水対策の検討が進んでいるもの（川辺川ダムのみ）
② 既存施設の機能増強を目的としたもの（天ヶ瀬ダム再開発ほか）
③ １１月までにダム本体工事の契約を行っているもの

補助ダム　　
　ダム事業の検証への協力を道府県知事に要請（１２月１５日）
　１２月以降に本体工事の契約を行った、または予定している５補助ダムの扱いは保留。
　　　　〔注〕　この５補助ダムはその後、本体工事の駆け込み契約が行われた。これに対　
　　　　　して国交大臣は2010年3月26日の平成22年度予算配分で本体工事を容認した。

平成２２年度予算
（１）検証の対象外（継続して進めることとしたダム事業）
　　　 事業推進の予算
（２）検証の対象となるダム事業
　　　用地買収、生活再建工事、転流工工事、本体工事の各段階に新たに入らず、現段　
　　階を継続する必要最小限の予算　　

7 

国交大臣の方針によるダム見直しの措置状況

状況 2009年度の扱い 2009年度の
施設数

2010年度以降の
検証の有無

新段階着 取りやめ 6
18

実施計画調査段階〔注1〕 9
本体 事着 15

既存施設の機能増強 8
治 対策検討中〔注2〕 1
2009年度完成 2 ---

計 --- 59 56
建設段階 48

実施計画調査段階 5
本体 事駆け込み契約 5
本体 事着 26

既存施設の機能増強 5
2009年度完成 4 ---

計 --- 93 89
--- 152 145

〔注１〕上 作ダムは2009年度で中 。
〔注２〕川辺川ダムはすでに検証が進められている。

対象外 24

現段階を継続
補助ダム

計画中・ 事中のダム（国交省関係 2010年度） 145施設

直轄ダム・
資源機構ダム

建設段階
検証対象 32

対象外 36

検証要請対象 53

計

現段階を継続

8 

2010年度のダム予算（国交省関係）

検証対象外のダムはダム予算全体に占める割合が大きく、 且つ、2010年度予算が
2009年度より増加している。

施設数 予算（億円） 施設数 予算（億円）

検証対象 32 779 32 453

対象外 24 1,372 24 1,419

2009年度完成,・中 3 85 --- ---

計 59 2,236 56 1,872

検証要請対象 53 53 248

対象外 36 36 523

2009年度完成 4 --- ---

計 93 89 771

152 3,031 145 2,643
〔注〕直轄ダム・水機構ダムの予算には利水費が含まれ、補助ダムには利水費が含まれていない。

合計

795

直轄ダム・
資源機構ダム

補助ダム

2010年度以降の
検証の有無

2009年度 2010年度
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ダム工事の大半はそのまま続行
経過措置は次の段階の工事に入らないということだけで、ダム事業の大
半の工事は続行。　
（①用地買収、②生活再建工事、③転流工工事、④本体工事の各段階に新たに入らない。）

そのため、ダムが中止になれば、明らかに不要となる工事も続行。　　　　　

　　例　成瀬ダム（秋田県　直轄ダム）　　 転流工の工事を続行

　　　　 川上ダム（三重県　水機構ダム）　転流工の工事を続行

　　　　 思川開発（栃木県　水機構ダム）　転流工の工事を続行

ダムが中止になれば、現地での生活再建の支障になる工事も続行。　　　　　

　　例　八ッ場ダム（群馬県　直轄ダム）　湖面1号橋の工事　

ダム見直しの実態（１）

10 

検証対象のダム数を縮小

! 進捗状況にかかわらず、本体工事の契約をしていれば、検証の
　対象から除外。

! 駆け込みで本体工事の契約を結んだ補助ダムも検証の対象か　
　ら除外。

　　新内海ダム（香川県）、浅川ダム（長野県）、路木ダム（熊本県）等の５ダム

! 既存ダムの機能向上を行う事業も検証対象から除外。　
　　天ヶ瀬ダム再開発、 鹿野川ダム改造など

ダム見直しの実態（２）

検証対象 対象外 計

直轄・ 機構ダム 32 24 56

補助ダム 53 36 89

計 85 60 145

2010年度のダム事業（国交省関係）

11 

①　有識者会議の委員

! ダムに懐疑的な専門家は排
除。

! ダム推進側と思われる委員
が複数

②　会議の運営

! 会議は非公開
　（議事録が数ヵ月後に固有名
詞抜きで公開）

 

上毛新聞　2009年11月21日

「今後の治水のあり方に
関する有識者会議」

ダム見直しの実態（３）

12 

有識者会議の経過

第1回　　平成21年12月3日　　会議のあり方、進め方

第2回　　平成22年1月15日　　嶋津暉之参考人の意見陳述ほか

第3回　　平成22年1月29日　　宮村　忠参考人の意見陳述ほか　

第4回　　平成22年2月8日　　　各委員の意見陳述ほか

第5回　　平成22年2月18日　　各委員の意見陳述ほか

第6回　　平成22年3月10日　　太田猛彦参考人の意見陳述ほか

第7回　　平成22年3月26日　　意見募集の結果、 治水対策の立案・評価

第8回　　平成22年4月19日　　利水の観点からの検討、個別ダム検証の進め方

第9回　　平成22年5月27日　　総合的な評価の考え方 等

第10回　平成22年5月27日　　中間とりまとめ（タタキ台） 

第11回  平成22年7月13日　中間とりまとめ（案）  

                                          （ダム検証の手順と基準の案） 
　　　　　            パブリックコメント 
第12回  平成22年9月27日　　中間取りまとめ
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国交大臣がダム事業の検証を指示・要請

2010年9月28日、国交大臣が

!  関係各地方整備局等と水資源機構に対して、「ダム事業の検証に係る検
討」を指示。

!  関係道府県知事に対して、「ダム事業について検証に係る検討」を行うこと
を要請。

!  この検証検討は、「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領
細目」に従うことを通知。

再評価実施要領細目は第１２回有識者会議の「中間取りまとめ」に基

づいて作成されたものである。  

14 

検証プロセスのイメージ 
（直轄ダムの場合） 
 
平成２２年１１月１６日 
国土交通省河川局 
「今後のダム事業の検証の進め方に
ついて」より

15 

「ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目」

①　検証の実施者
! 検証主体：国土交通大臣
! 検証検討主体：地方整備局等、水資源機構、都道府県

"  国土交通大臣が、直轄ダムについては地方整備局等に、水機構ダムについては水
機構及び地方整備局にそれぞれ検証の検討を指示

"  補助ダムについては都道府県に検証の検討を要請

②　関係地方公共団体からなる検討の場
! 検証検討主体は、「関係地方公共団体からなる検討の場」を設置し、相互の立場
を理解しつつ、検討内容の認識を深め検討を進める。

③　意見の聴取
! 検証検討主体は、学識経験者、関係住民等、利水者等関係機関、関係地方公共
団体の長の意見を聴く。

④情報公開とパブコメ
!  「関係地方公共団体からなる検討の場」の公開など情報公開を行うとともに、主
要な段階でパブリックコメントを行う。　　　　　 

16 

再評価実施要領細目　　　再評価の視点

(1)事業の必要性等に関する視点 
1. 事業を巡る社会経済情勢等の変化、事業の進捗状況（検証対象ダム事業等の点検） 
2. 事業の投資効果 

1)費用対効果分析 

(2) 事業の進捗の見込みの視点、コスト縮減や代替案立案等の可能
性の視点 

1. 複数の治水対策案の立案 
2. 概略評価による治水対策案の抽出 
3. 評価軸 
4. 利水等の観点からの検討 
5. 総合的な評価の考え方 

ⅰ)目的別の総合評価 
–  一定の「安全度」を確保（河川整備計画における目標と同程度）することを基本とし
て、「コスト」を最も重視する。なお、「コスト」は完成までに要する費用のみでなく、維
持管理に要する費用等も評価する。 

–  また、一定期間内に効果を発現するか、など時間的な観点から見た実現性を確認
する。 

–  最終的には、環境や地域への影響を含めて③に示す全ての評価軸により、総合的
に評価する。 

ⅱ)検証対象ダムの総合的な評価
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再評価実施要領細目 
(1)事業の必要性等に関する視点

•  ①事業を巡る社会経済情勢等の変化、事業の進捗状況
（検証対象ダム事業等の点検） 
– 検証に当たっては、流域及び河川の概要（流域の地形・地質・
土地利用等の状況、特徴的な治水の歴史、河川の現状と課題、
現行の治水計画、利水計画）、検証対象ダム事業の概要（目的、
経緯、進捗状況等）について整理する。 

– 基本計画等の作成又は変更から長期間が経過しているダム事
業については、必要に応じ総事業費、堆砂計画、工期や過去
の洪水実績など計画の前提となっているデータ等について詳
細に点検を行う。 

– なお、詳細に点検を行った結果、総事業費、堆砂計画、工期や
過去の洪水実績など計画の前提となっているデータ等が変わ
るような場合には、それらをもとに、(2)に定める治水対策の立
案、評価軸ごとの評価等を行い、さらに総合的な評価を行う。

18 

再評価実施要領細目 
治水についての検証の進め方

複数の治水対策案を立案
! 治水対策案は、河川整備計画における目標と同程度の安全度を確保することを基
本として立案する。

! ダム案とダム以外の案を立案する。ダム以外の案として２５項目が示されている。
ダムの有効活用（ダム再開発・再編、操作ルールの見直し等）、遊水地（調節池）等、放水路（捷水路）、

河道の掘削、引堤、堤防のかさ上げ（モバイルレビーを含む）、河道内の樹木の伐採、決壊しない堤

防、決壊しづらい堤防、高規格堤防、排水機場、雨水貯留施設、雨水浸透施設、遊水機能を有する

土地の保全、部分的に低い堤防の存置、霞堤の存置、輪中堤、二線堤、樹林帯等、宅地のかさ上

げ・ピロティ建築等、土地利用規制、水田等の保全、森林の保全、洪水の予測・情報の提供等、水害

保険等

治水対策案を評価軸ごとに評価
! 治水対策案を７つの評価軸で評価する。
! 一定の「安全度」（河川整備計画における目標と同程度）を確保することを前提とし
て、「コスト」を最も重視する。
コストの評価に当たり、実施中の事業については、残事業費を基本とする。

! ダム中止に伴って発生するコストや社会的影響等を含めて検討する。

19 

再評価実施要領細目　７つの評価軸-1 
1)　安全度（被害軽減効果） 

ｲ)　河川整備計画レベルの目標に対し安全を確保できるか 
ﾛ)　目標を上回る洪水等が発生した場合にどのような状態となるか 
ﾊ)　段階的にどのように安全度が確保されていくのか（例えば５，10年後） 
ﾆ)　どの範囲でどのような効果が確保されていくのか（上下流や支川等における効果） 

 なお、安全度（被害軽減効果）に関しては、流量低減、水位低下、資産被害抑止、人身被害抑止
等の観点で適宜評価する。 

2)　コスト 
ｲ)　完成までに要する費用はどのくらいか 
ﾛ)　維持管理に要する費用はどのくらいか 
ﾊ)　その他の費用（ダム中止に伴って発生する費用等）はどれくらいか 

 なお、コストに関しては、必要に応じ、直接的な費用だけでなく関連して必要となる費用について
も明らかにして評価する。 

3)　実現性 
ｲ)　土地所有者等の協力の見通しはどうか 
ﾛ)　その他の関係者との調整の見通しはどうか 
ﾊ)　法制度上の観点から実現性の見通しはどうか 
ﾆ)　技術上の観点から実現性の見通しはどうか 

 なお、以上の他に「実現性」としては、例えば、達成しうる安全度が著しく低くないか、コストが著
しく高くないか、持続性があるか、地域に与える影響や自然環境へ与える影響が著しく大きく
ないかが考えられるが、これらについては3)以外に示す。 20 

再評価実施要領細目　７つの評価軸-2 
4)　持続性 
ｲ)　将来にわたって持続可能といえるか 

5)　柔軟性 
ｲ)　地球温暖化に伴う気候変化や社会環境の変化など、将来の不確実性に対す
る柔軟性はどうか 

6)　地域社会への影響 
ｲ)　事業地及びその周辺への影響はどの程度か 
ﾛ)　地域振興に対してどのような効果があるか 
ﾊ)　地域間の利害の衡平への配慮がなされているか 

7)　環境への影響 
ｲ)　水環境に対してどのような影響があるか 
ﾛ)　生物の多様性の確保及び流域の自然環境全体にどのような影響があ
るか 

ﾊ)　土砂流動がどう変化し、下流河川・海岸にどのように影響するか 
ﾆ)　景観、人と自然との豊かな触れ合いにどのような影響があるか 
ﾎ)　その他（例えば、CO2 排出の軽減） 

なお、ここに掲げる評価軸の間には相互依存性があるものがあることに留意す
る必要がある。 
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再評価実施要領細目

利水についての検証の進め方

利水参画者への要請
!  検討主体は、利水参画者に対し、ダム事業参画継続の意思があるか、開発量とし
て何㎥/sが必要か、また、必要に応じ、利水参画者において水需給計画の点検・

確認を行うよう要請する。
!  その上で、検討主体において、例えば、上水であれば人口動態の推計など必要量
の算出が妥当に行われているかを確認する。あわせて、利水参画者に対し、代替

案が考えられないか検討するよう要請する。 

代替案の検討
!  これらの内容を踏まえ、検証検討主体は、ダム事業者や水利使用許可権者として
有している情報に基づき可能な範囲で代替案を検討する。 

!  その後、利水対策案を利水参画者等に提示し、意見聴取の後、利水対策案を評
価軸ごとに検討し、利水対策案について総合的に検討する。

22 

ダム検証の問題点①
ダム事業者自らの検証検討で真のダムの見直しができるのか

"  検証検討主体は地方整備局等、水資源機構、都道府県であって、
いずれもダム事業者であり、今までダム事業を推進してきた立場

にある。

"  そのダム事業者にダム見直しの作業を委ねて、ダムの是非につ
いての客観的・科学的な検証が行えるのであろうか。 

ダム見直しの実態（４）

23 

ダム検証の問題点②　
「関係地方公共団体からなる検討の場」はダム推

進大合唱の場

現在の地方公共団体のほとんどはダム推進の立場にある

から、「関係地方公共団体からなる検討の場」を設置すれば 、

ダムの推進を求める大合唱の場になることが確実に予想さ

れ、客観的な検証が行うことが困難となる。 

24 

ダム検証の問題点③　
ダム事業の見直しを求める市民は検証作業から排除

"  ダム事業の見直しを求める市民についてはせいぜい公聴会、場
合によってはパブリックコメントで意見を聴きおくだけ。

"  ダム見直しの機運が高まってきた最も大きな要因はダム事業の見
直しを求める市民の声が大きく広がってきたことにあるにもかかわ

らず、その市民を排除した検証作業で真のダムの検証が行えるは

ずがない。
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ダム検証の問題点④　
ダム案と代替案との総合評価で
残事業費を基本とするコストの最重視ではダム案が生

き残る  
• ダム案と代替案との総合評価において、「残事業費を基本とするコストを最も重
視する。」としたうえで、総合的な評価で「なお、『コスト』は完成までに要する費用のみ
でなく、維持管理に要する費用等も評価する。」としているが、これでは、ダム事業は建
設が進むほどその残事業費が小さくなって、ダム案が有利となり、ダム案が自動的に選
択されることになる。

今後増額も予想される不明瞭なダムの残事業費ではなく、ダム事業がも

たらす様々なマイナス面、災害誘発の危険性やかけがえのない自然の喪

失など、様々な弊害を最重視して、代替案との総合評価が必要である。 

26 

警告！！

•  再評価実施要領細目は「必要に応じ・・・・計画の
前提となっているデータ等について詳細に点検を
行う」などとしているが、問題提起者＝市民　不在
では「絵に描いた餅」。 

•  評価軸ごとの本質的な評価も　問題提起者＝市
民　抜きではありえない。 

!  「残事業費を基本とするコストの最重視」にマッタ
をかけることができるのは　問題提起者＝市民　。 

27 

国交省内の見方では止まるダムは１～２割

８月２日の京都新聞、埼玉新聞の記事

国は代替案との比較や事業採択の際の評価を厳しくしてきた。

「その意味では今回の検証対象のダム事業は、いわばこれらをくぐり抜けた

必要性の高い『精鋭』だ」と国交省の幹部。

それだけに、この判断基準に従って建設が止まるのは全体の１～２割との見

方が省内には広がっている。」 

28 

補助ダムは、国としても検証する責務がある  
①　補助ダムは旧政権下で国交省の主導の下に行われてきた事業であ

るから、国交大臣として全面的に見直す責務がある。 

　　　補助ダムの事業主体は道府県であるが、各道府県において実際にダム行政を取

り仕切っているのは、国交省から道府県の建設部長等に出向している国交省の官

僚である。国交省の官僚たちが知事を隠れ蓑にして、補助ダムの事業推進を図っ

ている。

②　補助ダムは事業費の３／４近くを国が負担するので、国費支出の無

駄を防ぐために、国としても検証する責務がある。

　　　補助ダムの事業費（治水費）のうち、50％は国交省から補助金を支出され、22.5％

は地方交付税措置がとられるので、合わせて72.5％は国が負担している。  　

補助ダムに対する「補助金適正化法」による補助金交付の審査が全く形骸化 
　「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」では、 「補助事業等の目的及び内容が適正であ
るかどうか」を調査した上で、交付の決定をすることになっているが、国交省はこの審査を全く行うことなく、
補助ダムの補助金交付申請書が提出されると直ちに省内決済を行って、公布決定を各道府県に通知して
おり、この審査権を放棄している。
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29 

各ダム事業の検証作業は、委員を公募した第三者機関で！

ダム事業者（河川管理者）がダム事業の検証を行えば、

! 治水計画の目標流量を過大に設定
! ダムの治水効果を過大評価
! 河道の流下能力を過小評価
! 水需要の過大予測を是認
して、ダム事業がやはり必要という結論を出すことが予想されるので、

「ダムによらない治水・利水計画にするための検証作業」はダム事業者とは別に、

第三者機関によって客観的に行われる必要がある。

　その第三者機関は委員を公募し、検証作業は公開の場で住民参加のもとに十分

な議論がされるものでなければならない。

　各ダム事業の検証作業は委員を公募した第三者機関によって公開の場で客観的に
行われなければならない。

30 

ダム中止後の生活再建・地域再生法の制定を！

①　生活補償（住民への直接の補償措置） 

　　　ダム予定地では、ダム事業により、地域の基幹産業の発展が阻害され、収入が年々減少し
ている世帯も少なくない。特に低所得世帯では、補償金を担保とした借り入れが生活を支え

ているケースもあることから、その生活補償を講じなければダム中止が住民の生活破綻の引

き金となる可能性が高く、直接補償の支給が必要である。

②　地域の基幹産業を再構築するための支援措置

　　　ダム予定地では、ダム推進の過程で、地域の基幹産業が衰退し、地域の自立は著しく阻害
されてきた。

　　　地域の基幹産業を再構築するための支援措置が必要である。

③　家屋、営業用建物の新改築費用の助成　ほか

　ダムを中止するためには、長年、ダム事業の犠牲となってきた人々の真の生活再建、
地域の再生を実現する法律の制定が是非とも必要である。その法律は次の内容を含
むものでなければならない。ダム予定地の人々がおかれた現状を見れば、その制定
が急務となっている。

31 

ダム事業に関する政党への提言

①　計画中・工事中のすべてのダムを対象として、その必要性の是非、

問題点について徹底検証を行う。 
②　上記のダムに関する検証は住民参加のもとに公開の場で行う。 
③　検証期間中はダムの工事は安全上必要なものを除き、原則として

凍結する。 
④　長年、ダム事業の犠牲となってきた人々の真の生活再建、地域の

再生を実現するため、生活補償を含む、ダム中止後の生活再建・

地域再生法を早急に制定する。

以上のことを踏まえて、ダム事業に関して次の政策を進めることを提言します。

32 

双方向性の公聴会の開催を！

有識者会議の中間とりまとめでは

! ダム事業の検証の過程で「関係住民の意見を聴く」となっている。
「関係住民は流域に住む住民」とされ、流域住民を対象とした公聴

会の実施が想定されている。

! 従来の公聴会はただ意見を述べるだけの一方向の公聴会である
が、欧米では事業者と議論が行える双方向性の公聴会が通常で

あるとされている。

! ダム事業の検証で開かれる公聴会は双方向性の公聴会として、し
かも、徹底した議論が行われるものにする必要がある。
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33 

まとめにかえて　　提言

•  計画中・工事中のすべてのダムを対象として、その必要性の是非、
問題点について徹底検証を行う。 

•  検証期間中はダムの工事は安全上必要なものを除き、原則として
凍結する。 

! 各ダム事業の検証作業は、委員を公募した第三者機関で！
! 補助ダムについては国土交通省自身も見直しを！
!  ダム中止後の生活再建・地域再生法の制定を！

公開の場で住民との双方向性の意見交
換を行うことで合意形成を！ 

34 

それにしても地方自治の確立を

• ダム再検証 「評価」は４分
の１ 
　　NHK　　12月13日 6時41分 
「できるだけダムに頼らない治水」への政
策転換を受けて、全国各地のダムが本当
に必要かどうかの再検証が始まっていま
すが、ＮＨＫがダム計画がある３０の道府
県を対象にアンケートをした結果、再検証
を「評価する」と答えたのは、およそ４分の
１にとどまっていることが分かりました。・・

ダム検証を進めようと
しない自治体があまり
にも多いことに驚きを
禁じえません。 

ダム検証を地方自治確
立の契機にしたいもの
です。 

35 

水源連から皆さまへの呼びかけ
監視体制への後協力を！ 
実質的な検証が行えるように様々な提案・要請をすると共に、ダムに依存する
必要がないことを実証する科学的根拠の提示・代替案の提案をしていくことに
なります。 
私たちのそれらの取組みと、行政側の対応に関する情報を私たちがしっかりと
共有し広く伝え合うことで、「徹底したダム事業見直しの実現」という大きな世論
形成に努めたいと思います。 
これらの情報を寄せ合う、それはとりもなおさず監視体制の確立です。 

　水源連は全国の皆さんに監視ツールとして 
ブログ【国土交通省によるダム見直し・市民監視特設サイト】 
　http://suigenren.exblog.jp/　を開設しました。 
水源連HP　http://www7b.biglobe.ne.jp/~yakkun/suigenrennope-zi2.html　
の活用と共に、皆さまからの水源連への情報提供をよろしくお願いいたします。 

検証主体への働きかけを！ 
 検証主体である地方整備局や道府県に対して、ダム事業検証について、当該ダ
ム事業の問題点を提示すると共に、公開の場で住民との双方向性の意見交換
を行うことを要請しましょう。 
 要請結果を水源連担当者（yakkun＠mvd.biglobe.ne.jp)にお知らせください。


