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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 !!～
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「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
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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。
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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
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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　　
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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
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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）
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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）
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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。  
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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
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「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。　　　　　 
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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。
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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。
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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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21 

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。



7 

25 

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。


