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ダムは水よりカネを貯める

2010.01.20
Naked Loft 2010年

環境問題プロジェクト

まさのあつこ

出典：平成17年度「国土交通白書」

公共事業、あのまま続けていたらどうなっていたか？

ハコモノ公共事業、作り過ぎちゃった？

2008年「岩手・宮城県内陸地震」荒砥沢ダム上流部が

ハコモノ公共事業、作り過ぎちゃった？

荒砥沢ダムへ地すべり

（最大140m崩落、深さ55ｍ、幅810m、長さ1400ｍ）

ハコモノ公共事業、作り過ぎちゃった？

道路もろとも　最大140m崩落…

作っちゃいけないところに作っちゃった？

コンクリートでバンソウコウを貼っても（汗）…
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作っちゃいけないところに作っちゃった？

崩れちゃう… 埼玉県の滝沢ダム事業費610億円で
1982年に完成予定が、 2320億円で2010年度に延期！

作っちゃいけないところに作っちゃった？

静岡県の太田川ダム　ギザギザにひび割れ

東海地震大丈夫… ？

出典：平成17年度「国土交通白書」

公共事業、減らし始めたけど…予算足りない？
そうすると、何が起きるか？　…突然、壊れちゃう。

型式

未記入

江戸
（1867年）
以前竣工

既設 358 358

2008度末まで 2323 2299 17 7

新設 193 188 1 4

小計 2516 2487 18 11

2008度末まで 2681 2657 17 7

新設 193 188 1 4

小計 2874 2845 18 11

　ダ　ム 　　堰

明治以降
竣工

総計

区　　　　　分 　合　計

どんだけ作っちゃったか？　これからどうするのか？

出典：(財)日本ダム協会の「ダム便覧」

人口はどんどん減るのに…
たとえば、八ツ場（やんば）ダムに参加している自治体…
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出典：国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』（平成19年5月推計）
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出典：国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』（平成19年5月推計）
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出典：国立社会保障・人口問題研究所『日本の都道府県別将来推計人口』（平成19年5月推計）

構想から半世紀…

政権交代して

前原誠司国土交通大臣が止めた

その八ツ場ダムってどんなダムだったか？

＝　利水と治水

暉嶋津 之さんを中心とした「1都5県八ツ場ダム住民訴訟」の原告団作成グラフ

まず、利水。 　夢を見てもいいけど、現実は…？

暉嶋津 之さんを中心とした「1都5県八ツ場ダム住民訴訟」の原告団作成グラフ 暉嶋津 之さんを中心とした「1都5県八ツ場ダム住民訴訟」の原告団作成グラフ
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じゃ、治水？

下がった水位は
13㎝だけだった

じゃ、治水か？

過去50年の
最大洪水のとき

八ツ場ダムが
あったとしたら？

暉嶋津 之さんを中心とした「1都5県八ツ場ダム住民訴訟」の原告団作成グラフ

堤防の上まで
約４メートルの余裕

あんまり意味ないよ

平
成
10
年

じゃなんのために必要～？

八ツ場ダムを作ることを決めた人々
2005年12月19日当時の職 元職等

委員長  近藤　徹 　（財）水資源協会理事長
元河川局長／元水資源開発公団総裁／（社）日

本河川協会会長

 岡本　敬三 （財）林業土木コンサルタンツ顧問 元北海道営林局長

 塚本　隆久 （財）国際緑化推進センタ－理事長 元林野庁長官／元森林開発公団理事長

 黒澤　正敬 （社）地域資源循環技術センター理事長 元農林水産省構造改善局次長

 坂本　弘道 （社）日本水道工業団体連合会専務理事 元厚生省生活衛生局水道環境部長

 森田　昌史 （財）日本農業土木総合研究所理事長 元農水省構造改善局次長

 浜田　康敬 （財）産業廃棄物処理事業振興財団専務理事
元厚生省生活衛生局水道環境部長／元国立環

境研究所理事

 橋本　昌

 福田　富一

 上田　清司

 小寺　弘之

堂本　暁子 （代理）千葉県知事稗田政義（県土整備部次長）

石原　慎太郎 （代理）東京都知事野村孝雄（建設局河川部長） 

小委員会(28名出席）

他、数々の審議会に出席している学識者など

（代理）埼玉県知事 須見徹太郎（県土整備部参事兼河川砂防課長）

（代理）群馬県知事川西寛（理事）

（代理）茨城県知事 住谷廸夫（土木部河川課長）

（代理）栃木県知事高瀬晴久（土木部河川課長）

委　員

河川法に基づき八ツ場ダム事業を含む利根川水系河川整備基本方針を決定した
「社会資本整備審議会・河川分科会・河川整備基本方針検討小委員会」
（2005年12月19日）に出席した「天下り」ほか

審議会は
天下りの天下

本当は、長良川河口堰の反対運動を機に

これまでのダム事業のやり方を反省し、

1997年に河川法が改正され、
住民意見の反映、環境保全が新たに加わったが、

肝心の決定権は
国土交通省が握ったままだった！

なぜ止まらなかったの？

審議会は
行政の
隠れ蓑

得をしたのは誰？　たとえば…
公益法人（平成１５年～１７年度）

国交省
天下り数

受注件数 受注額（円）

（財）ダム水源地環境整備センター 4 20 838,490,000
（社）関東建設弘済会 2 14 657,300,000
（財）ダム技術センター 2 6 111,600,000
（財）日本気象協会 6 1 28,000,000
（財）国土技術研究センター 6 2 24,500,000
（財）水資源協会 3 1 17,000,000
（財）建設物価調査会 2 1 54,300

民間企業（平成13～18年度随意契約）
国交省  天
下り数

受注件数 受注額(円）

(株)建設環境研究所 1 8 329,700,000
国土環境(株) 2 4 201,600,000
八千代エンジニヤリング(株) 2 3 97,335,000
東京コンサルタンツ(株)関東支店 1 2 78,435,000
(株)長大東京支社 1 2 69,930,000
(株)アクアテルス高崎事業部 5 2 42,703,500
いであ(株〉東京支社 1 1 39,585,000
応用地質(株) 1 3 26,670,000
(株)建設技術研究所東京本社 1 2 18,480,000
三井共同建設コンサルタント(株)北関東支社 1 1 16,170,000
(株)オリエンタルコンサルタンツ 1 1 9,975,000
(株)東京建設コンサルタント 2 1 5,670,000
(株)テクノプラン 2 1 3,255,000

長妻昭衆議院議員／大河原雅子参議院議員入手データ等より作成

カネはここに貯まる

天下りとか談合とか？
公共事業って、そんなことのため？本当…？

「北海道開発局入札談合事案に係る
　再発防止対策検討委員会報告書」（全64頁）
（2009年4月28日国土交通省）で明らかにされた
　談合の理由で見ると…

 ￥地域の建設業界の秩序維持を図る

 ￥開発局河川部門の後輩職員の再就職先を確保

 ￥元職員の再就職先での立場を守る

 ￥自分たちが務める建設会社に優先的に受注した　
 　い工事を割り付けてその利益を確保

現場に近い人ほど、天下りも談合も、
「当然だ」「必要悪だ」と考えている

世界中みんな
そんなことになっているの？
公共事業って、そんなことのため？

違う！

　　実は、国交省公益法人、
OBは知っていた　
治水の先進事情！
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「洪水とアメリカ
ミシシッピ川の氾濫源管理

1993年 ミシシッピ川大洪水を考える」
1994年発行　米国河川研究会 編著

（財）国土開発技術研究センター、山海堂

を読むと…

「ダムだけではダメ」
「防御」から「管理」へ

という治水の思想は　　1942年から始まっていた。

ミシシッピ川流域
米国国土の41%
米国人口の28%（6020万人）

ダムを作っても溢れ続ける川

ギルバート・ホワイト博士の提言　1942年
「洪水に対する人的調整（Human Adjustments to Floods）」

「洪水防御対策は、公的あるいは民間の単一の方針
にかかわるものではなく、8種対の対策を組み合わせ、
最も効果的な氾濫源利用をするために実施すべきも
のである」

　１．土地のかさ上げ（Land elevation）、
　２．洪水の軽減（Flood abatement）
　３．洪水防御（Flood protection）
　４．水防活動（Emergency measures）
　５．構造調整・耐水建築（Structural adjustments）
　６．土地利用の再調整（Land-use readjustment）
　７．公的救助（Public relief）
　８．保険（Insurance）

　　ダム一辺倒じゃないよ
洪水の予測、
まちづくり、
保険…

H.S.トルーマン大統領　 1950年
　「 洪水管理に必要不可欠な施策として氾濫源のゾーニング
　　　や洪水予測を考慮すべき」

リンドン・ジョンソン大統領　1966年
　予算局の連邦洪水防御政策に関する特別調査団設置
　下院文書465号「洪水損失管理に係る全米的な基本施策」

１.洪水危険に関する基本的な知識を向上させる
２．氾濫源に関する新規開発を統合および計画する
３．氾濫源財産の管理者（所有者）に対する技術サービスの

提供
４．洪水保険のための連邦施策の開発推進
５．基準および変化するニーズにあわせて連邦洪水防御政策

を調整

あらゆるレベルの行政と国民の関与と協力の必要性を示した。

　　いろいろな機関や人の
関わりと手法で
管理しよう！

水資源審議会　 1976年
　第1302（c）項に応じて報告書「氾濫源管理に係わる全米
的な基本施策」を出すが、大統領は議会に提出しなかった。

全米洪水保険法（NFIP)　 1968年
　第1302（c）項「・・大統領は、洪水防御の受益者間にお

ける費用の割り当てに関する提案など、このような
統一計画に必要なさらに進んだ提案を、審議のため
に議会に提出する。」

国家環境政策法（NEPA)　1969年

この報告書は、NEPAに基づき作成される
アセス報告書で、氾濫源管理に影響する代替案

の検討を必須としていた。

環境の時代の到来！

ジミー・カーター大統領
1977年大統領令11988号「氾濫源管理」

大統領令11990号「湿地帯保護」
1979年「氾濫源管理に係る全米的な基本施策」

「回復」と「保存」
「無駄でかつ危険な事業を止め、環境を保全する」との公約
を守り。問題ある60事業を拾いだし、最終的に19事業の予
算削除を決定。「カーターのヒットリスト」と呼ばれた。
（『カリフォルニアの水資源史』鹿島出版会 、1999年 弌中沢 仁 著）

一進一退あったけれど

脱ダム大統領！

↓
米国内務省開拓局局長だったダニエル・ビアードが氏

1994年、国際大ダム会議において、
「米国におけるダム建設の時代は終わった。」

↓

ダム撤去の時代へ
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さて　2010年　ニッポン
八ツ場ダム、川辺川ダム中止　マニフェスト

↓
政権交代（2009年8月31日）

前原誠司国土交通大臣に就任直後
「八ツ場ダムは中止します」（9月17日）

↓
「今後の治水対策のあり方に関する有識者会議（12月3日）」
知事に「できるだけダムにたよらない治水」への政策転換

に対するご協力のお願い」の手紙（12月15日）
↓

「新たな基準に沿った検証の対象とするダム事業を
選定する考え方について」（12月25日）

143ダム計画のうち89計画が検証の対象に！
次の山場は今年の夏！

　　変われるか？

政治家は
国民を映す鏡


