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利根川水系全体公聴会 

＜速記録＞ 

                    開 催 日：平成１９年２月２２日（木） 

                  開催時間：１４時３０分～１７時４０分 

                  開催場所：浦和ロイヤルパインズホテル    

 

【司会（渡邉河川調査官）】  それでは定刻になりましたので、ただいまより利根川水系

全体公聴会を開催させていただきます。私、本公聴会の司会を務めます。国土交通省関東

地方整備局河川部河川調査官、渡邉でございます。よろしくお願いいたします。 

 本日、報道関係者の皆様におかれましては、頭録りはオーケーとさせていただいてござ

いますので、撮影のほう、よろしくお願いいたします。 

 それでは公聴会に先立ちまして、本日の進め方につきまして関東地方整備局河川計画課

長、髙橋よりご説明させていただきます。 

【髙橋河川計画課長】  関東地方整備局河川計画課長をしております高橋と申します。

よろしくお願いいたします。 

 利根川水系の河川整備計画にかかる公聴会につきましては、おおむね３０年間で行いま

す川づくりの内容を記載する利根川水系河川整備計画の原案を作成するに当たりまして、

関係住民の方々から幅広くご意見をお聞きすることを目的として開催するものでございま

す。今回につきましては、整備計画の原案を作成する前に、皆様のご意見をお聞きするこ

とを目的として開催しているものでございます。 

 本日は１０名の方に公述していただくことになっております。具体的なタイムスケジュ

ールですが、この後に利根川水系の概要をまとめたビデオをごらんになっていただきまし

て、その後、利根川水系の現状と課題といった資料について説明させていただきます。そ

の後、休憩を１０分とりまして、公述される１０名の方に順番に発表していただきます。

本日、受付におきまして公聴会の傍聴規定をお配りしております。傍聴規定につきまして

は、公聴会の円滑な進行のために必要な事項を定めておりますので、傍聴者の方は会場内

において、これから読み上げます事項についてお守りいただきたいと思います。 

 まず①として、携帯電話は電源を切るかマナーモードにし、使用しないこと。②として、

会場内の撮影、録画もしくは録音をしないこと。③公述への批判、可否の表明、やじ、拍

手などをしないこと。④発言、私語、談論などをしないこと。⑤プラカード、はちまき、
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腕章のたぐいをしないこと。⑥みだりに席を離れないこと。⑦これらのほか、会場の秩序

を乱したり、進行の妨げとなるような行為をしないこと。以上です。 

 この公聴会が円滑に進むよう、皆様のご協力をお願いいたします。 

【司会（渡邉河川調査官）】  それでは、引き続きまして利根川水系の概要を説明いたし

ますけれども、その前に、資料をたくさんお渡ししていますので、その確認をさせていた

だきます。分厚い資料の中で、真ん中にピンクの紙がございます。そのピンクの紙より前

が、先ほどまで隣の会場でやっていました有識者会議の資料になってございます。ピンク

の紙以降がこの公聴会の資料になってございまして、議事次第と、今読み上げました傍聴

規定及び利根川・江戸川の現状と課題（抜粋版）というもの。それと最後に、公述人の方々

から配付していただきたいと言われています資料を一番最後につけてございます。それは

公述人が公述されるときに参考に見ていただければと思います。 

 それとピンク紙の前のところに、厚い資料がございます。これが、今回利根川水系の整

備計画策定に当たりまして、いろいろいただいた意見の概要でございます。この中には、

きょう発表いただく公述人の皆さんの意見の概要もございますので、時間の中で、また見

ていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 それでは、最初に利根川水系の概要を説明させていただきます。よろしくお願いいたし

ます。 

【髙橋河川計画課長】  それでは利根川水系の概要につきまして、スクリーンをもとに

ビデオを説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

 利根川は、関東１都５県にまたがりまして、流域面積、流域内人口は日本で一番大きな

河川となっております。幹川流路延長につきましても信濃川に次いで第２位の長さを誇っ

ております。支川といたしましては鬼怒川、小貝川、霞ヶ浦、江戸川、渡良瀬川等がござ

います。上流のほうが、水源地が大水上山になっておりまして、ビデオのほうは、そちら

のほうから利根川をくだる形で映像を流させていただきます。 

 利根川の上流域でございますが、こちらのほうは、首都圏の水がめとなります矢木沢ダ

ム、奈良俣ダム、藤原ダム、そういったダムがございます。こちらの流域につきましては

奥利根流域と呼んでおりますが、利根川の上流域には３つの流域がございまして片品川が

左岸から流れてきております。吾妻川が見えますが、右岸のほうから流れてくる吾妻川の

上流には、現在八ツ場ダムを建設しているところでございます。 

 渋川市付近から前橋にかけて、こちらのほうの河道については堀込河道ということで、
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利根川の中流部や下流部とは大分様相が変わってきております。烏川と右岸で合流いたし

まして、八斗島の基準点が、この付近になります。その後に中条堤が後ほど見えてくると

思いますが、明治４３年の洪水で中条堤が破堤するまでは、こちらのほうで、利根川の上

流の氾濫を流水させて、下流の負担の軽減に努めてきたところです。利根大堰、それから

武蔵水路が見えますが、こちらで取水した水は、武蔵水路を通じて荒川のほうで東京都等

の上水に利用されております。 

 昭和２２年の９月にカスリーンで破堤した箇所が先ほどのところでございまして、破堤

した氾濫流については東京都のほうまで達しております。当時は１,１００人を超える死

者・行方不明者を出すなど、大きな災害となっております。 

 渡良瀬川の上流にまいります。皇海山を水源といたしまして、足尾の銅山、それから草

木ダムを経まして、治水の基準点であります高津戸がこの付近になります。高津戸を経ま

すと桐生市や太田市、そういった市街地部を流れまして、カスリーンの決壊を契機に分水

路ができたのが先ほどの箇所になっております。下流のほうに下っていきますと渡良瀬川

の遊水地のほうが見えてまいります。渡良瀬遊水地につきましては、面積が３３平方キロ

メートルと、山手線の南側半分ほどの大きさになっております。調節池が３つございまし

て、第１調節池の中には谷中湖がございまして、首都圏の水がめとなっているところでご

ざいます。 

 渡良瀬川の洪水につきましては、利根川とこの付近で合流するわけですが、利根川のピ

ーク時の流量に影響を与えないような形で、渡良瀬調節池のほうで調整する計画になって

おります。権現堂川が旧の渡良瀬川筋になっておりまして、利根川と合流した後に、赤堀

川のところの大地を掘削して流路をつけかえたのが、利根川の東遷と呼ばれるものでござ

います。関宿付近が見えてまいります。こちらのほうで江戸川と利根川が分派することに

なっておりまして、こちらの分派の適正な確保が今後の課題となっております。 

 右側のほうには中川が流れてきております。首都圏外郭放水路や幸手放水路が見えたか

と思いますが、こちらの中川につきましては、非常に低平地を緩やかに流れる河川でござ

いまして、中川の洪水対策としては流域の対策を含めますが、河川としては中川の洪水を

江戸川に吐くような計画になっております。こちらが江戸川の河口部になりまして、江戸

川の放水路が大正９年に完成しています。 

 再び関宿のほうに戻りまして、今度は利根川のほうにくだっていきます。利根川をくだ

りますと鬼怒川と合流しまして、鬼怒川の上流部につきましては、五十里ダム、川治ダム、
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川俣ダムの３ダムが完成しております。また現在、湯西川ダムが事業中でございます。鬼

怒川のほうは非常に急流な河川でございまして、こちらのほうの、洪水の減少に伴う澪筋

の固定化などの影響が、今見られております。石井基準点が鬼怒川の治水の基準点となっ

ております。左のほうには小貝川が見えてきておりますが、小貝川につきましては、昭和

６１年８月の洪水で浸水家屋が４,０００戸を超えるような大きな被害が出ております。水

色の部分が、その際の浸水した区域になっています。小貝川につきましては、鬼怒川とは

異なりまして、中下流部が非常に緩やかな勾配になっておりますので、氾濫形態も鬼怒川

とは異なるような形となっています。また、鬼怒川のほうも利根川と合流する地点に、田

中、稲戸井、菅生の３つの調節池がございまして、こちらの調節池で鬼怒川の洪水を受け

とめることによって、利根川のピーク時の洪水の流量には影響を与えないような計画とな

っております。 

 今、布川の狭窄部が見えておりますが、こちらが利根川本川で、一番河道が狭い箇所に

なっております。それから印旛沼が見えておりますが、印旛沼につきましては水質の問題

ですとか、周囲の内水の問題等が現在あります。 

 霞ヶ浦になります。霞ヶ浦は琵琶湖に続きまして、日本で２番目に大きい面積を有して

いる湖でございまして、平成８年に霞ヶ浦開発事業として完了しております。現在、利根

川と中川を結ぶ霞ヶ浦導水事業を実施中でございます。再び布川のほうから下流にくだっ

ていきます。この辺は水田地帯ということもありまして、大分穀倉地帯が広がっておりま

す。堤防がはっきりわかるかと思いますが、後に河口堰から下流をごらんになると、そち

らのほうは無堤部となっておりますので、その違いがわかるかと思います。左のほうが常

陸利根川でございますが、常陸利根川につきましても、常陸川水門で利根川の本川の逆流

を防ぐような形で計画をしております。河口堰から下流が、無堤地区が大分広がっている

のがこの辺になりまして、利根川は銚子を経て太平洋に流れ出るという形になっておりま

す。導流堤も見えておりますが、導流堤については、現在流下能力が不足しているという

ことで、対応が必要となっております。 

 以上が利根川の概要になっております。 

 引き続きまして、資料でお配りしております。利根川・江戸川の現状と課題、Ａ４横の

パワーポイントでつくった資料をごらんになっていただければと思います。 

 スクリーンのほうでも写しますが、大分小さい字もございますので、暗くて大変申しわ

けございませんが、お手元の資料も含めてごらんになっていただければと思います。 
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 １枚めくっていただきますと、利根川流域の概要でございます。利根川流域は、先ほど

もご説明いたしましたとおり１都５県、首都圏を流れる大河川でございまして、左上のほ

うに関東地方の地形ということで、１都５県では平野の面積が約６割を占める。それから

その下の土地利用につきましても、山林が７割。２５％が農地、残りの６％が宅地や市街

地といった状況になっております。下のほうに降雨量の説明をした図が載っておりますが、

利根川流域の年間の平均降水量は約１,３００ミリと、日本の平均の１,７００ミリに比べ

て大分少ない状況にございまして、一人当たりに換算しますと、さらに全国平均の約３分

の１程度しかない状況になっております。 

 先ほどもビデオの中で説明させていただきましたが、現在、銚子のほうに流れる利根川

につきましては、江戸時代に東遷を行った結果として今の河川がございます。右上のほう

が東遷以前の利根川の流れでございまして、赤いラインで利根川を書いておりますが、従

来、利根川につきましては関東平野を流れまして、途中、昔の荒川とも合流するのですが、

今の隅田川筋のほうから東京湾のほうに流れておりました。渡良瀬川も平行して、今の江

戸川筋から東京湾に、利根川とは別々に流下しておった状況でございます。こういったも

のは江戸時代、会の川の締め切りが始まりと言われておりますが、１５９４年から１６５

４年ということですので、おおむね４００年前ぐらいに５０年から６０年ぐらいをかけま

して、銚子のほうにつけかえを行って、その結果として、現在、右下にありますような利

根川の流れになっております。 

 こういった歴史的な経緯がございますので、先ほどカスリーン台風のときの決壊の図を

ビデオのなかでもごらんになっていただきましたが、利根川の右岸堤、江戸川の右岸堤で

破堤をしますと、昔の流路に沿いまして、東京都内まで氾濫した水が流れ出ると、そうい

ったことがあります。 

 次の資料をごらんください。昭和２２年、カスリーンの際の被災状況でございます。右

上にございますように、現在の埼玉県の大利根町の右岸堤が、大体３５０メートルほど破

堤いたしまして、真ん中の図にありますように、決壊場所から東京都のほうに氾濫流が流

れ込んできております。左の上の図が葛飾区の浸水状況でございまして、こういった形で

利根川の右岸堤で破堤した氾濫流が東京都まで及んできているという状況です。昭和２２

年のカスリーンの決壊当時の浸水の実績が、真ん中下の図になっておりまして、赤いほう

が浸水が濃いという状況でございます。そういった、カスリーン台風規模の台風が現在起

こった場合、利根川の右岸が切れたとしますとどうなるかということをシミュレーション
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したのが右下のグラフになっておりまして、右下にありますように、想定する決壊場所が

切れますと、カスリーンと同様に東京都まで氾濫流が南下する。そこまで達するという状

況になっております。その際の被害額といたしましては、約３４兆円の被害を想定してい

るところでございます。 

 近年における利根川の洪水の状況でございます。左上が昭和５６年８月の洪水でござい

まして、このときには利根川の水位が高く逆流したため、小貝川のほうで破堤をしており

ます。その際、浸水戸数が９１５戸といった大きな被害が出ておりまして、平成１０年９

月の洪水、それから平成１３年９月の洪水におきましても、写真にありますように、地域

の水防団の方に非常にご活躍いただきまして、大事には至っていないんですけれども、近

年の洪水をかんがみましても、利根川として治水対策の必要性がまだまだあると考えてい

るところでございます。 

 そういった利根川の状況を踏まえまして、利根川の治水対策をどうしていくかというこ

とでございますが、治水対策については、河道の整備ですとか上流のダムの整備、もしく

は遊水地・調節池、そういったいろいろなメニューがございます。こういったメニューを

できるだけ効率的に実施していくことが必要だと思っております。河道の整備につきまし

ては左上にありますように、利根川の水位については後ほどご説明しますが、利根川自体、

かなり昔から堤防もできておりますので、築堤の流域が非常に複雑な構造となっておりま

して、洪水時に水位が上がりますと、それが堤体内のほうに浸透しまして、その結果とし

て破堤を招くというような危険性も考えられております。また、そういった対策として、

堤防の強化対策を現在も実施しておりますが、こういった対策を実施していかなければな

らないということが１点目。 

 それから２点目として、左下のほうに流下能力の確保ということで図面を載せておりま

す。流下能力の確保ということで、堤防の拡幅や築堤、掘削等がありますが、そういった

対策を行う場合にも、掘削した土を堤防、築堤等に利用するなど、そういった形で効率的

な流下能力の確保対策を実施していく必要性があります。また、掘削等をしますと、やは

り自然環境に対する影響もございますので、そういった環境面での配慮をしていく必要が

あると考えております。 

 それから真ん中上のほうは、上流のダム群の写真、完成している矢木沢ダムの写真が小

さくて大変申しわけございませんが、載せております。こういった形で、上流ダムで洪水

をためることによりまして、利根川全川の水位を下げる、そういったことが洪水リスクの
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軽減を図るためには必要だと考えております。また、支川の合流点付近での利根川につい

ては、遊水地・調節池がございますが、こういった形で、利根川については、支川の洪水

について、本川のピーク時に影響を与えないような形で、支川の洪水を調節池や遊水地で

受けとめるような形で計画をしております。 

 先ほどご説明した１点目の堤防強化の対策の事例でございますが、こちらのほう、左上

に昭和５７年と平成１０年、同程度の洪水が起こったわけですが、そのときの写真を載せ

てございます。ちょっと小さくて見づらいかもしれませんが、昭和５７年当時に比べまし

芽吹という橋がございますが、そちらのところで、大体１メートルほど、昭和５７年当時

て、大分河道内の樹木が成長しているような状況が見られまして、こういった樹木の成長

ですとか、昭和５７年から平成１０年の１６年間ほどで河道の整備も進んできております

ので、そういった影響から、右側にありますように、洪水が流れてくるスピードが落ちて

きております。昭和５７年の洪水と同じ流量が、平成１０年に流れたと仮定してシミュレ

ーションしたものが右側のグラフでございまして、そのシミュレーション結果としては、

に比べて、現在の河道を考えた場合に、１メートルほど水位が上がって、洪水の継続時間

についても３時間ほど長くなっているのではないかという結果を得ております。こうした

ことから、水位が同じような規模の洪水におきましても、昔に比べて洪水水位が大分高く、

時間も長く、また水位の上昇も大きくなっているような状況がございますので、その結果

として、下のほうにありますように、いわゆる堤体内に浸潤することによって破堤の危険

性ですとか、もしくは堤体の下、基盤のほうから漏水するような形で破堤ですとか、そう

いった堤防の安全性が低下している状況が見受けられますので、こういったことからも、

堤防の強化の対策が必要と考えているところでございます。 

 それから流下能力の確保でございますが、左上の写真が、利根川の河口堰より河口部の

無堤地区の状況でございまして、左下にある赤い線の部分が無堤地区の箇所でございます。

この区間が、約２８キロほど残されておりまして、こういった部分で築堤等を進めていっ

て流下能力の不足を解消していく必要があると考えております。また、利根川の河口部に

つきましては浚渫とあわせて現在も事業を実施しておりますが、築堤を順次進めていると

ころでございます。 

 それから右上のほうが、河口部導流堤の状況でございまして、真ん中の昭和２０年代初

めから、年代を追って現在まで、右側のほうのような状況になっております。こちらのほ

うにつきましても、昔に比べまして閉塞しているような状況がございますので、こういっ
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た導流堤の撤去も、今後の利根川の治水対策としては必要な対策となってきております。 

 上流のダム群につきましては、左側が、過去の大きな降雨量の分布図でございまして、

それぞれ、赤いほうが多く雨が降っている地域でございます。ごらんになっていただくと

わかるとおり、洪水によっては雨の降り方が大分異なっておりますので、各流域ごとにバ

ランスがとれた形の洪水調節施設の整備が必要だと考えてございます。上流部につきまし

ては３つの流域、一番上の奥利根流域から吾妻流域、それから烏・神流と３つの流域に分

かれているところでございますが、奥利根流域のほうには５つのダムが完成しておりまし

て、吾妻川流域については現在、八ツ場が１つ事業中でございます。 

 それから烏・神流の流域につきましては、現在、下久保ダムが１つある状況でございま

して、こういった、今あるダムもしくは建設中のダムを含めて効率的な治水容量の確保を

してあげることによって八斗島下流の治水対策をしていきたいと。その治水機能の向上を

図っていきたいと考えております。 

 右のグラフでございますが、現在、利根川上流の既存のダム群等で、再編事業というこ

とで調査をさせていただいておりますが、具体的に申しますと、吾妻、烏・神流流域につ

きましては、洪水時、非常に雨が多い流域になっておりまして、しかしながら下久保ダム

１つしかないといった今の状況でございます。また、下久保ダムにつきましても、建設し

た当時の時代の要請もございまして、利水容量も大分大きく、その分治水容量も少ないと

いった状況もございます。現時点においては、もう少し治水容量を確保することによって、

八斗島下流の洪水の機能向上を発揮するわけですが、そういう形の容量振替というものを

現在検討しております。具体的には、下久保ダムにつきまして、下久保ダム下流の利水に

つきましては影響のない範囲で、その利水容量を奥利根のほうの利水に有利な地域のダム

と振りかえてあげるといった事業ですとか、奈良俣と藤原、奥利根の上流にあるダムにつ

いても容量を同じく、利水と治水で振りかえることによりまして、トータルとしては八斗

島下流の治水機能の向上を図っていくような調査も、今行っているところでございます。 

 遊水地・調節池でございますが、こちらのほうにつきましても、利根川は流路延長も長

いことから、非常に大きな支川を抱えております。こういった支川からの流量を適切に処

理するためには、渡良瀬遊水地ですとか、菅生、稲戸井、田中、そういった調節池で渡良

瀬川の洪水を受けとめる、もしくは鬼怒川の洪水を受けとめる、そういった形で支川の合

流量が本川の負荷の増大にならないような調節池の計画を行っております。現在、調節池

についてもいろいろと検討を進めているところでございますが、右下が調節池の概念図に
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なっておりますが、調節池のほうは利根川の水位が上がりますと、越流堤と書いてある緑

色の部分から水が入ってくる形になりますけれども、こちらのほうについて、河川の勾配

の関係から下流部に越流堤を設けるよりは、上流部に越流堤を設けたほうが調節池の容量

を稼げますので、そういった形で、越流堤の上流部への移設等をしていくような形で、治

水機能の向上をさせていくようなことを想定しております。 

 次が利水についてでございますが、利水につきましては、右のほうにありますように、

おおむね二、三年に一度の割合で渇水が起こって、取水制限を実施しているところでござ

います。その結果として、利根川の水が少ないときには真ん中の写真にありますように、

渇水時には、堰の下流などにおいては水量が少ない瀬切れが生じているような状況もござ

います。また、利根川の水利権につきましては、左のグラフにありますように、水色と黄

色が、いわゆる水資源施設を確保している水利権でございまして、おおむね、全体の８割

程度はそういう形で、既に水源を確保しているもので取水をしておりますが、残りのもの

につきましては不安定取水ということで、施設を完成することを条件に、現在、河川の水

量が豊富なときだけ取水できるといった形になっておりまして、利根川水系では、現在も

都市用水の２割が不安定な取水になっている状況でございます。また、利根川は非常に人

口も多い流域を抱えておりますので、効率的な水運用を実施しておりまして、非常に多く

の地点で流量の管理を行いながら、効率的な水利用を図っているところでございます。 

 水質でございますが、水質につきましても、真ん中の図にありますように、赤い地点に

おいては、河川の水質の指標でありますＢＯＤが基準を達していないという状況でござい

まして、こういったところにつきましても下水道事業、そういった流域対策と連携したり

ですとか、関係機関と連携して水質の悪化を改善するような取り組みを行っております。

また、右側の方は渡良瀬貯水池でございますが、こちらのほうもカビ臭の原因になります

２－ＭＩＢ等が高くなる年もございますので、そういった形で、下流の水の利用に影響が

見られる状況でございますので、カビ臭抑制の取り組みが必要となっているところでござ

います。カビ臭抑制のためには貯水池内や流入支川での対策を現在実施しているところで

ございまして、写真のほうは、その一部としてヨシ原で浄化を行っている施設の写真にな

ります。 

 それから、自然環境の保全についても、礫河原の再生。昔は礫の河原でございましたが、

近年の洪水の攪乱頻度が減少したようなことを受けまして、非常に澪筋が固定しているよ

うな状況もございますので、その結果として樹木が繁茂して従来の礫河原が失われてきて
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おる状況がございます。その結果、礫河原固有の生物の生息環境が減少しているといった

状況も見られますし、また、渡良瀬遊水地等におきましては、近年、乾燥化もしてきてお

りますので、従来の湿地性の植物等が、現在乾燥系の植物に変わりつつあるといった状況

も見受けられます。そういった形で、各地、各河川におきまして環境上の課題を有してい

る部分については、そういった対策を実施していく必要があると考えております。 

 それから下のほうが人と河川のふれあいについてでございます。例えばダムであれば、

水源地の活性化ということで、非常に観光客の方が多くいらっしゃったりですとか、それ

から川辺でも水辺の楽校ということで、環境学習の場ですとか、自然体験の場として非常

に活用されている部分がございます。こういった、人と河川がふれあえるような整備につ

いても実施していく必要があると考えています。 

 維持管理の現状と課題でございます。維持管理につきましては、まず、河道の維持管理

が左側に書いてありますが、河川につきましては洪水が起こったりですとか、そういった

ことで河床が変わったりする自然公物でございますので、時間のスケールごとに状態を把

握しながら、維持管理をしていく必要がございます。また、右側にありますとおり、防災

施設の整備と活用ということで、洪水時、地震時、そういった災害時につきましても、的

確に情報を把握しながら、流域の他機関等と連携し、応急復旧等の水防活動や、事前の準

備としては河川防災ステーション等に資機材を準備しておくですとか、それから緊急用河

川敷道路、緊急用船着場、そういったもので、いざというときには物資を輸送できるよう

な体制を整えておく必要があると考えます。 

 また、こういった準備だけではなくて、流域の皆さんにも防災情報を的確にお流しする

ことが重要と考えてございまして、左のほうの真ん中の図がハザードマップのイメージ図

でございますが、こういった形で洪水時にはどういった状況になるのか、どういったとこ

ろに避難場所があるのか、そういったものを市区町村のほうで作成をすることになってお

ります。我々としてはそういった作成に向けた技術的な支援ですとか、データの提供等の

支援を行っていきたいと思っております。また水防活動等、地域の水防団の方の水防演習

等についても支援を行っていきたいと考えています。それから右上のほうは、渇水時にも

関係機関との協議会を設けたりですとか、河川のほうの水質に影響を与えるような物質が

流れ込んだ水質事故等におきましても、速やかに関係機関と連絡、通報できるような体制

づくりに努めてまいりたいと考えております。 

 それから下のほうが河川環境の保全でございます。利根川におきましても、いろいろな
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ところで不法投棄がされているような状況もございますので、そういった部分については、

パトロールや流域の方々のご連絡によって迅速に対応できるような形をとりたいと思って

おります。それから右下のほうが水辺環境の把握ということで、こういった水辺の状況の

把握につきましても、我々河川管理者だけではなくて、地域の方々と協力しながら、いろ

いろな形で状況把握をしたり、河川について親しんでいただけるような対策をとっていき

たいと考えております。 

 以上で、利根川の現状と課題についての説明を終わらせていただきます。 

【司会（渡邉河川調査官）】  事務局からの説明は以上でございます。 

 これから１５分休憩時間をとらせていただきまして、３時半から公聴会を開催させてい

ただきます。３時半ちょっと前には、皆さん着席していただいて公聴会を迎えていただき

たいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

（ 休  憩 ） 

【司会（渡邉河川調査官）】  それでは、定刻になりましたので、公聴会を再開させてい

ただきます。 

 最初に公聴会の進め方の際にご説明いたしましたけれども、受付においてお配りしてお

ります公聴会の傍聴規定等に基づきまして、公聴会が円滑に進むようご協力のほどよろし

くお願いいたしたいと思います。 

 それでは、早速ですけれども、これから１０名の方が順番に公述されます。お一人の持

ち時間は１０分とさせていただいておりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたしま

す。そして、時間の確認のためにチャイムを鳴らさせていただきたいと思います。８分経

過したところで１鈴、９分で２鈴、１０分で３鈴鳴りますので、そこで終了させていただ

きたいと思いますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

 それと公述をされる方におかれましては、ご自分の公述内容のお話をされる前にお住ま

いとお名前を述べていただいて、公述に入っていただければと思います。 

 それでは、よろしくお願いいたします。公述番号の１番の方からお願いいたします。 

【公述人①】  １番目に指名をされました東京都台東区から来ましたＡといいます。 

 平素は私ども国土交通省に対して、ラジコンの運用につきまして河川敷地をお借りして

利用させていただいていることに、まず感謝を申し上げたいと思います。また、今日、こ

の公聴会で公述という機会を与えていただきまして、ほんとうにありがとうございます。 

 私どもラジコン電波安全協会といいますけれども、昭和５９年１１月に郵政大臣からラ
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ジコン運用のための専用電波の割り当てをいただきました。それで初めてラジコンが認知

されたということになろうかと思います。そのいただいた電波を管理する、運用の安全を

守る、そしてラジコンの普及、発展を望みたい、それを目的として、昭和６０年１月に郵

政大臣の認可を受けまして設立された公益法人でございます。 

 その事業としましては、ラジコンを安全に飛ばすということですけれども、電波を発信

する送信機、私どもプロポといっているんですけれども、この標準規格の認定証明、電波

法に基づいた認定。それと、ラジコンをやっている人の把握、管理をし、安全に電波を利

用していただくための周知、啓発をするためのラジコン操縦士登録をやっております。そ

のほかに、安全にラジコンを飛ばし、地域の人たちに迷惑をかけないための周知、啓発を

事業としてやっているわけです。 

 ラジコン模型というのは、電波で模型を操縦するという科学的なホビーでございます。

現在、国民の余暇が非常に出てきたということで、国民の余暇に潤いと、あすへの活力を

与える。未来ある青少年については、ラジコンを通じて科学する心を醸成する、また感性

をはぐくむという大きな力もございます。 

 そのほかに、ホビーだけではなくて、産業界におきましてもラジコンを使っていろいろ

活躍をしていただいています。中身としては、今、産業の効率化で安全面が言われていま

す。また、環境保護といった面から、今まで実機の航空機を使っていたんですけれども、

航空機の使用ができなくなる。そういった意味で、ラジコン模型にカメラを積んだり、送

信機を積んで利用する。そういったツールとして農薬散布、空中撮影、最近では災害の後、

障害を受けたところ、いろいろ問題が起きたところの情報をラジコンによって収集すると

いうことで、非常に目を向けていただき、現実に自治体等が利用するという状況も非常に

大きくなっている。そういったように、ラジコンは国民の安心安全な生活、さらに産業経

済の進展に大きく寄与、貢献をしているということが言えるかと思います。 

 では、今、ラジコンがどのくらい使われているかといいますと、ラジコンはいろいろな

種類があります。車から飛行機からありますけれども、ラジコンの飛行機とかヘリコプタ

ーは全国で５０万人以上が使っています。そして、地上のラジコンカー、ボートは約５０

０万人、そのほかにおもちゃがラジコンで運用されています。それらを含めると、１,００

０万人以上がラジコンにかかわって運用しているというぐらい普及しているんです。 

 ラジコンのホビーにつきましては、１９０５年、ＩＯＣ（国際オリンピック委員会）の

決議の中で国際航空連盟というものがつくられまして、そのもとで世界大会、アジア大会
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を実施しています。利根川水系でも、群馬県の利根川の河川敷地で１９９２年に世界大会、

昨年はアジア大会が開催をされているというふうに、ラジコンもいろいろ動いているとこ

ろでございます。 

 しかし、ラジコンというのは一歩間違うと事故につながるんです。墜落したり、暴走し

たりとそういった面がございますので、私ども電波安全協会としましては、ラジコンを運

用する方々に、日ごろから機会あるごとに安全運用、また地域の人たちに迷惑や不安を与

えないように指導をしているところでございます。 

 ラジコンを運用する場所としては一定の広さが必要です。飛行機でいえば、幅が約３０

メートル、長さは約１００メートル、また飛行する空域は幅で１５０メートルぐらい、長

さが５００メートルぐらい必要なんです。そういった意味では、一定の広さと、民家から

一定の距離を離して安全に運用できる場所として、河川敷地は非常にすぐれた場所になり

ます。そのため、私どもはラジコン運用する場合、特に河川敷地をお借りして運用するよ

うに指導をしているところでございます。ですが、河川敷地は国土交通省の河川法により

やたら使えないということがございますので、使用する場合には国土交通省から河川敷地

の占用許可をとって、安全に使っていただきたいということも指導をしているところでご

ざいます。 

 しかし、近年、通信販売等で非常にいろいろなものが買える時代になりました。知識も

ないままラジコンを買って、勝手に飛ばす。また河川敷地で勝手に飛ばして地域の人たち

にいろいろ迷惑をかける。地域の方々から、ラジコン運用に対して恐怖を感ずるとか、怖

いといった苦情も来るようになったわけです。そういったことで私たちとしましては、日

本ラジコン模型工業会というラジコンの団体がございます。また、ラジコンの安全運用を

管理している日本科学模型安全委員会というところがありまして、そちらと一緒になって、

例えば運用する場合は早朝の騒音を避けるとか、地域の人たちに迷惑をかけないとか、ご

みを出さないとか、そういった指導をしているところでございます。 

 そういったことを含めて、私ども平成１７年にインストラクター制度というものを制度

化しました。目的は、初めてラジコンをやる人、言うなれば知識も何もないわけですけれ

ども、この人たちが不正な運用をしないように、さらに今、運用をしている中で非常に悪

い運用をしている、不正な運用をしている方々に対して指導をしていただくということで、

インストラクターを認定して、インストラクターによって安全の確保、地域の人たちから

理解のある運用ができるように、そしてまたラジコンが普及、発展できるようにというこ
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とで行っているところでございます。 

 現在、インストラクターは全国で２６０名ぐらいいるんですけれども、まだ全国的に配

置としては少ないわけです。ですから、私どもは、ラジコンインストラクターを全国どこ

でも、いつでも、だれにでも安全な運用、正しい知識を指導することを目的に頑張ってや

っているところでございます。 

 正しく運用している人はいっぱいいるんです。不正な運用というのはほんとうに一部な

んです。こうしてルールを守って、マナーを守って運用している人たちがラジコンの運用

を河川敷地を借りてやっていますけれども、そういった人が地域の人たちから同一視され

る。私どもは河川敷地の占用許可を河川事務所にお願いをしているんですけれども、地域

の人たちの同意を必要とすることになっていますので、このために非常に同意がとりづら

くなってきているということで、私どもは非常に苦しんでおります。国土交通省には常に

お願いをしていますけれども、地域の人たちのそうした反感があるということは非常にシ

ョックでございます。 

 ただ、先ほど言いましたように、適正に運用している人たちがいっぱいいます。そして、

インストラクターの認定をとった人たちが、地域でほんとうに安全な運用、クラブ員に対

しても、地域の人たちともいい関係をつくるということで指導をしています。こうしたイ

ンストラクターを配置しているラジコンクラブには、河川敷地の占用許可を特に優先して

お願いしたいと思います。 

 もう一つ、河川敷地にスポーツ公園がありますけれども、こうしたところにラジコンの

ための公園を配置していただければと。条件としてインストラクターがいるとか、安全運

用規定がしっかりしていることを念頭に考えていただいて、そういった人のために、また

青少年のために、飛行場の配置を計画的にやっていただければありがたいと思うところで

す。 

 私たちは、ラジコン飛行場をお借りしたところには、国土交通省の河川利用方針に基づ

いて適正な運用をするように指導もしてまいりますので、ぜひよろしくお願いしたいと思

います。ご清聴どうもありがとうございました。（拍手） 

【司会（渡邉河川調査官）】  すみません、拍手は結構でございますので、よろしくお願

いいたします。 

 次、２人目の公述人ですけれども、パソコンの準備等がございます。 

 では、２番目の公述人の方、公述、よろしくお願いいたします。 
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【公述人②】  こんにちは。千葉県佐倉市のＢです。早速始めさせていただきます。 

 佐倉市は印旛沼の最下流に位置し、流域内１５市町村の面積の２割を占めており、農業

や漁業、観光など、印旛沼やそこに注ぎ込む河川と市民生活は密接なかかわり合いを持っ

ています。昨年２月に策定された河川整備基本方針では、戦前に計画されていた旧利根川

放水路計画にかわって、印旛沼を調節池として活用する新たな利根川放水路計画が示され

ています。利根川の洪水時に毎秒１,０００トンを沼へ流し込み、新川、花見川経由で東京

湾に流下させる内容です。これから策定される河川整備計画を、流域の実情を踏まえた実

効性のある内容にしていきたいという立場から公述いたします。 

 まず、第１点目は、印旛沼周辺の内水被害の状況についてです。 

 印旛沼周辺は、江戸時代から昭和の中ごろまで、沼の下流に当たる利根川の逆流によっ

て起こる外水と呼ばれる洪水に悩まされてきました。昭和４４年、印旛沼開発事業が完成、

治水、利水施設が整備され、沼は標高ＹＰ５メートルの堤防で囲まれ、増水時でも水をあ

ふれ出さないよう利根川方向に印旛機場、東京湾側に大和田機場を設置し、強力な排水ポ

ンプで流下させています。 

 このように外水を防ぐことはできていますが、今もなお内水被害は減少していません。

佐倉市では高度経済成長とともに市街化が進み、最近では台風や大雨直後に都市型洪水が

多発しています。市内だけでも、平成３年には５度の台風や大雨で床上、床下浸水合わせ

て２８３件の被害、そのほか建物全壊や交通機関も不通となるなどの大打撃を受け、平成

８年、１３年、１６年と数年おきに大きな被害に見舞われています。 

 印旛沼周辺の干拓地では、沼の堤防に近いところに低地排水路が設けられ、流域の排水

が地区内のポンプ場へ集められ、沼に排水しています。これらポンプ場は土地改良区が管

理しています。設置から４０年近く経過した現在、流域の農地が減少し、計画をはるかに

超える都市排水が流れ込むようになり、その対応に苦慮しています。 

 これまで佐倉市も、内水排除のポンプ設置、排水路の改修や流域貯留浸透事業を進めて

きましたが、抜本的な解決策とはなっていません。そのため、市は千葉県に対し、沼へ流

れ込んでいる鹿島川、高崎川の改修事業の早期完成を求めるとともに、国に対しても、印

旛沼の水質浄化を含めた治水対策事業を、国の直轄事業として早期に実施するよう要望し

ているところです。 

 昭和４４年当初の治水安全度は、３０年に１回、３０年確率で計画されていましたが、

流域の都市化により地表面が固められ、雨水の地下浸透が阻害された結果、大量の雨水が
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短時間のうちに河川や沼に流れ込む傾向が強まっています。利根川下流工事事務所（利根

川下流河川事務所）の資料によると、治水安全度は年々下がり、３年後の平成２２年には

４年確率になると想定されています。そこで、計画策定に当たっては、洪水被害が多発し

ている佐倉市の実情を調査し、現場サイドの視点から解決策を検討すべきであると考えま

す。 

 ２点目は、新たな利根川放水路計画は旧計画と同様、机上の空論としか考えられず、実

現性が乏しいという点についてです。 

 昨年１０月、関東地方整備局は、河川整備計画策定に関する市町村説明会を開き、利根

川増水時に印旛沼へ放流することについて、当面は毎秒５００トンとする計画で進めたい

と伝えました。昨年、市民側の要請で国交省との意見交換を行いました。その席で、新計

画を実現するのであれば、調節容量を確保するために印旛沼を大規模掘削し、大水路も開

削することになるのかと質問したところ、印旛沼の浚渫はしない、沼のハイウォーターは

４.２５メートルのまま変えず、利根川の水位が８メートルと高くなっているときに流し込

み、大和田機場を使ってどんどん東京湾に排水する。上流で降った雨が印旛沼に到達する

には二、三日かかり、そのときには沼周辺は雨が降りやんでいるので、利根川の洪水を受

け入れることが可能だとの説明がありました。しかし、資料によると、現在では河川改修

が進み、上流からの洪水は通常１日程度で印旛沼に達すること、流域の都市化が進んで沼

への流入量が増大し、大きな洪水の場合には平水位に回復するために６日から７日程度必

要だというのが現場の認識です。 

 印旛沼は利根川の水位が上昇すると自然排水が不可能になり、沼に流入した雨水は印旛、

大和田両機場で排水されます。印旛沼の治水は、これらポンプによる排水と沼自体の持つ

治水容量に依存しています。本来ならば、２,１３０万トンの治水容量が確保されなければ

ならないところ、現状では沼の堤防が沈下し、半分以下の１,０２０万トン程度まで減少し

ているとの報告もあります。国交省が理論的に可能だとしても、実際の現場では実現不可

能なのではないでしょうか。事実、利根川への排水機場の現場では、沼の調節能力をアッ

プさせるため、利根川の水位が上昇しないうちに内水排除をどの程度で行うか、ポンプ排

水の切りかえ時期について極めて、難しい判断を経験で行っているそうです。印旛沼に洪

水を導水するときは５０年確率を想定しているので、自然排水は最初から不可能と考える

べきです。 

 一方、ポンプの増設によって排水処理能力を高めたとしても、それが実際計画どおりに
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働くのでしょうか。平成８年９月２２日、台風１７号が襲来したときの事例が発表されて

います。それによると、両機場で４日間連続運転し、印旛沼の平常湛水量の２.３倍に当た

る６,２５９万トンを強制排水し、やっと平水位に回復しました。沼の水位は標高ＹＰ３.

９７メートルという過去最高値まで上昇したが、溢水の難を免れたのは、稲の収穫が終わ

っていたため、水田が遊水地としての役割を果たせたからということです。 

 大和田機場についても、毎秒１２０トンの排水能力がありながらも、９０トン程度しか

排水できていません。その原因は、洪水時に印旛放水路に流れ込む流域からの洪水量によ

ってポンプ能力を十分に発揮できず、調整運転が必要になるからとのことです。新たな計

画では、流下能力をアップするために河川や捷水路を大幅に拡幅しなければなりませんが、

多数の家屋移転を伴うことからも実現不可能と考えます。 

 このように、印旛沼は自流域の洪水処理で手いっぱいであり、利根川の洪水を受け入れ

る余裕はありません。 

 最後は、河川整備計画策定のあり方についてです。 

 多くの流域住民は、新たな計画によって印旛沼の自然環境がどのように改変され、漁業

をはじめ住民生活にどのような影響があるのか知らされていないのが実情です。また、印

旛沼流域にかかわって、農水省、水資源機構など、さまざまな事業主体による計画が進め

られています。公共事業のあり方について国民から厳しい目が向けられている今、これら

の計画をつけ合わせ、整合性を持たせていくこと、最小限で最大限の効果が得られる治水

事業にするための取り組みが早急に求められています。 

 千葉県では、平成１３年に印旛沼流域水循環健全化会議を結成し、２０３０年を目途に

印旛沼の水環境の改善と治水対策を行っています。平成１６年度からは緊急行動計画を策

定し、環境機関や流域市町村、ＮＰＯと連携し、さまざまな角度から地道な取り組みを進

めています。印旛沼は利水面でも大きな役割を果たしており、治水容量と水位の調節の問

題もあります。また、１４０万人に供給されている飲料水源としての水質浄化も大きな課

題です。これまで沼底の汚泥浚渫や水生植物帯の整備、水の流動化などの要望が上げられ、

事業化されているものもあります。しかし、容易に解決できる問題ではなくて、費用対効

果や環境への影響を検証しながら試行錯誤で進めている状況です。 

 印旛沼流域にかかわるこのような千葉県民の取り組みは、河川法の趣旨、住民参加と環

境保全の視点からも評価されるべきものであり、国が流域の実情や取り組みを無視した形

で整備計画を策定することはできないものと考えます。今からでも遅くありません。流域
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住民と双方向に議論ができる場、例えば公開討論会を行うなど、真に実効性のある現実的

な治水計画をつくるための道筋を示していただきたいと思います。 

 以上で終わります。 

【司会（渡邉河川調査官）】  ありがとうございました。 

 それでは、公述番号３番の方、よろしくお願いいたします。 

【公述人③】  茨城県取手市、Ｃでございます。 

 本日、私がここに参りましたのは、この公聴会のテーマであります利根川水系河川整備

計画の策定に際し、流域住民の声を封じる国土交通省の非民主的な進め方に、主権者とし

て深い危機感を覚えたからであります。 

 １９９７年、河川法は画期的なものに改定されました。それまで治水と利水だけだった

河川行政に環境の保全が追加され、河川整備計画の策定に当たっては、関係自治体の主張

や学識経験者の意見に加え、関係住民の意見を反映させるために必要な措置を講じなけれ

ばならないとされました。ここに至りますには、利水計画が破綻していたにもかかわらず

運用が強行された長良川河口堰など、官僚主導の河川行政が厳しい批判にさらされた結果

ではありますが、河川行政に住民参加の道を開いた当時の国土交通省の英断は高く評価す

べきだと思います。 

 ２００１年、住民参加のモデルともいうべき淀川水系流域委員会が近畿地方整備局長の

諮問機関としてスタートしました。この委員会の特色は、公共事業に批判的な人を含めた

準備会議を設置し、委員と運営方法を決めました。その結果、河川工学者や生態学者、Ｎ

ＧＯ関係者、弁護士のほか、公募による多数の流域住民が委員についたことです。会議も

関係資料も原則すべて公開され、会議では傍聴席からの意見を述べる時間も用意されまし

た。同委員会は、一から議論を積み上げ、淀川水系に計画されていた５つのダムを原則中

止と提言しました。さらには、流域自治体の過大な水需要予測を指摘、これを受けた大阪

府や京都府などは新たな利水計画から撤退しました。国の案を追認するだけの従来の諮問

機関では絶対にあり得なかった成果を上げたのです。 

 その後、住民参加の流れは広がり、河川整備計画を立てる際、委員を一般公募した一流

河川の流域委員会は１５を数えるに至りました。 

 ２００６年、この流れに危機感を持った国土交通省は、同委員会を立ち上げた局長を配

置展開し、新任の局長は就任の会見の席上で早々に淀川水系流域委員会の休止を表明しま

した。せっかく開かれた住民参加の道を閉ざし、官僚主導の計画策定へとかじを１８０度
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切ったのです。これを強権の発動として何でしょうか。 

 今、私は、利根川水系河川整備計画の策定を見つめています。これに先立つ利根川河川

整備基本方針の策定は国土交通省の選定委員による小委員会によって審議されましたが、

わずか４回の会議、延べ数時間という拙速な審議で原案を承認しました。国土交通省によ

る脚本、キャスティング、演出のドラマが密室で行われたのです。とても民主主義という

白日にさらすことのできない村芝居以下の茶番劇で、日本一の大河である利根川水系の長

期に及ぶ基本整備方針を決めてしまったのです。 

 この利根川水系整備計画の策定手順も、村芝居の続編のそしりは免れません。関東地方

整備局は、みずからが選定した学識経験者による有識者会議を開き、関係住民の意見は公

聴会とインターネットなどによる意見募集で聞くとしています。住民の声は聞き置くとい

う姿勢に、河川法の持つ住民参加の精神はみじんもありません。 

 河川行政ほど間接民主主義の無力さを感ずるものはありません。今回のテーマである利

根川は、大河ゆえに県境を流れます。数多くの市町村を沿い、海に注ぎます。関係する流

域住民は膨大になりながら、それぞれの自治体では少数派でしかありません。つまり、流

域住民の意思を代弁できる自治体は皆無に近いと言えます。いかに国や都県、市町村の首

長や議会が選挙によるものとしても、上流から下流まで相互に関係しながら、かつ固有の

問題を抱える流域住民の意思の反映は、住民参加による直接民主主義以外に方法はないと

言えましょう。 

 また、上流から中流、下流、河口、あるいは支川、湖沼とともに暮らす人々は、日々川

を見つめ、沿岸の風土を血肉として生きています。川を生業の基盤とする漁業者や水運業

者、水質や動物の生態系の保存に取り組む人々、利水問題に取り組む市民団体など、こう

した人々の生活実感や知識、経験は、いわゆる有識者のそれにまさるとも劣らないと言え

ましょう。 

 そもそも、有識者とは何でしょうか。国は国民を有識者と愚かなる大衆の２種類に分け

ようというのでしょうか。現在の市民社会の知的水準を考えれば、時代錯誤も甚だしいと

言わざるを得ません。一方で、河川整備という専門性の高い問題は専門家の意見を尊重す

るのは当然です。しかし、専門家の中には基本方針や現状の河川行政に批判的な人もいま

す。こうした方々の意見をも含めて、専門家の意見とするのが行政のとるべき態度ではな

いでしょうか。 

 私たちは戦後、国家主義の反省の上に国民主権の民主主義を選び取りました。つまり、
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政策決定の権利は国民の側にあるのです。しかし、国民の意見や価値観はさまざまです。

なるがゆえに、行政はフェアであることが求められるのです。たとえ原案は官僚がつくる

にしましても、心すべきは、原案を拙速に通すことではなく、いかにその策定手順が公正

であるかということです。しかるに、この河川整備計画策定に見られる主権者の声を封じ

る行政手法は民主主義の根幹を腐らせるものです。利根川水系河川整備計画は３０年にわ

たる長期の計画です。河川法の初心に返り、住民参加の淀川方式の採用を強く望みます。

今からでも決して遅くありません。 

 人は巨額の借金を後世に残せない、破壊された自然環境は子孫に残せないといいます。

そのとおりです。同様に、腐り切った民主主義を後世につなぐのは、今を生きる私たちの

責任だと思います。人の上に国をつくらず。 

【司会（渡邉河川調査官）】  ありがとうございました。 

 引き続きまして、公述番号４番の方、よろしくお願いいたします。 

（傍聴者から発言があり、一時中断。） 

【司会（渡邉河川調査官）】  それでは、公述人４番の方、よろしくお願いいたします。 

【公述人④】  宇都宮市から参りましたＤといいます。資料集の最後から４枚目の資料

をごらんになりながら聞いていただきたいと思います。 

 鬼怒川は、栃木県の中央部を北西から南東へ流れています。中流部では広い河川敷を利

用した公園も多く、釣りや川との触れ合いも楽しむ多くの人々が四季を問わず利用してい

ます。私自身も流域住民として、鬼怒川をフィールドにした水辺の親子観察会には幾度も

参加し、鬼怒川の豊かな自然に触れ、水生昆虫の採集や簡易水質調査などを行ってきまし

た。そこで、鬼怒川流域の生態系が今以上に損なわれることのないように願って、河川整

備に係る意見を述べさせていただきます。 

 鬼怒川の支流の湯西川に、湯西川ダムの建設が予定されています。計画では、２０１１

年度（平成２３年度）完成予定ということですが、現在、付替道路や代替地の造成などの

関連工事が行われています。実際の完成は予定より大分先のことになるようですが、この

湯西川ダムの問題について、治水、利水、環境の３つの点から意見を述べたいと思います。 

 まず、湯西川ダムの治水上の問題点ですけれども、湯西川ダムは鬼怒川等の洪水調節と、

宇都宮市、千葉県等の水道、工業用水の開発を目的としています。 

 治水に関しては、鬼怒川の上流には既に五十里ダム、川俣ダム、川治ダムがあります。

五十里ダム、川治ダムは湯西川ダムよりも洪水調節容量がかなり大きく、川俣ダムは湯西
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川ダムより少し小さい容量になっています。 

 資料の一番上の左の図をごらんください。関東地方建設局（関東地方整備局）の「利根

川百年史」によれば、昭和４８年策定の利根川水系工事実施基本計画では、鬼怒川の治水

計画はこの３つのダムで完結することになっていました。湯西川ダムが計画される以前の

ことです。 

 その後、昭和６０年度に湯西川ダム基本計画が策定されました。一番上の右の図をごら

んください。このときの鬼怒川治水計画の洪水流量の数字は昭和４８年の数字と全く同じ

です。括弧内の８,８００という数字は、１００年に１回の洪水を想定した基本高水流量で

あります。６,２００という数字が計画高水流量です。鬼怒川の石井地点における洪水のカ

ット量は、昭和４８年と昭和６０年、湯西川ダムの計画がされる前と後で全く同じでした。

つまり、湯西川ダムを加えたことによるプラスの効果はゼロということです。これは３つ

のダムで完結していた鬼怒川の治水計画に、湯西川ダムを無理やり割り込ませたことを意

味しています。 

 さて、２段目の左の図をごらんください。これは平成１８年、昨年２月に策定された利

根川水系河川整備基本方針ですが、石井地点での計画高水流量が６,２００から５,４００

へと８００㎥／秒も切り下げられました。石井地点での川幅は以前と変わっておりません。

切り下げるのは特異な例と思われますが、湯西川ダムを意識したものと考えられます。 

 しかし、この変更によって、下流の基準地点である水海道地点で新たな矛盾が発生しま

した。２段目の右の図をごらんください。そこにありますように、水海道の計画高水流量

は以前と同じ５,０００のままですから、水海道地点における河道貯留効果が１,２００か

ら４００へと３分の１に減少したことになります。湯西川ダムの効果をアピールするため

に、石井地点での数字を操作したら水海道地点で矛盾が出てきたと、こういうことなので

す。 

 以上のことは、鬼怒川の治水計画の洪水調節は、五十里ダム、川俣ダム、川治ダムで既

に完結しており、湯西川ダムはあってもなくても同じ、つまり屋上屋を重ねる不要なダム

ということを示していると思います。 

 ２番目に、湯西川ダムの利水の問題について。 

 湯西川ダムで開発された水は、宇都宮市の水道、茨城県の水道、千葉県の水道や工業用

水として利用されることになっていますが、千葉県も含めた首都圏の水需要は減少方向に

向かっています。さらに、両県の水余りの現状を考えると新たな水源開発は不要と思われ
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ます。 

 資料の下のほうのグラフをごらんください。宇都宮市について見ます。宇都宮市と河内

町を合わせた給水人口は三角△で示してあります。現在、わずかに増えていますが、人口

減少社会の中で、宇都宮市もダム完成直後の２０１５年（平成２７年）の時点では給水人

口がもう既にピークを過ぎています。 

 一方、１日最大給水量、これは黒丸●で示していますけれども、人口がまだわずかに増

加している現時点で既に減少傾向になっています。ですから、今後、１日最大給水量が現

状より増えることは考えられないのですが、宇都宮市は現状と著しく乖離した水需要予測

を行い、その誤った予測値に基づいた架空の水需要をつくり出して、湯西川ダムの水が必

要と言っているのです。 

 さらに、宇都宮市は、クリプトスポリジウムの指標菌が検出されたからという理由で、

長年利用してきた地下水源を放棄しました。これはダムへ参加する理由をつくり出すため、

浄化装置を不当に高額に見積もるなど、数字のつじつま合わせをしているにすぎません。

湯西川ダムなしで宇都宮市の将来の水需要において不足を生じることはないと思われます。

したがって、湯西川ダムは宇都宮市にとって不要なダムということになります。 

 最後に、湯西川ダムの環境問題について触れます。 

 湯西川ダムの建設に当たっては、旧建設省時代に出された次官通達による環境影響評価

が昭和６０年に行われています。しかし、この通達は、評価項目も公害と自然環境だけで、

その評価の客観性を確保する審査会のようなものもない不十分な制度です。例えば、昭和

６０年の湯西川ダムに関する環境影響評価書は、ダム建設によってダム周辺住民の生活環

境が失われてしまいますが、それに関する記述は全くありません。生物相についての調査

も、これから述べるその後の補足調査の内容と比べるとお粗末とした評価できないもので

した。 

 近年、湯西川ダムに関して水質や環境、あるいは猛禽類について補足調査が行われてい

ます。それは湯西川ダム環境調査検討業務、あるいは湯西川流域猛禽類調査検討業務とい

う名目ですが、それらの調査の結果によると、湯西川ダム建設予定地周辺は生物多様性に

富んだ自然豊かな地域であることがはっきりしました。 

 資料の下のほうに、湯西川ダム建設予定地周辺で確認された貴重な生物種の一部をリス

トアップしてあります。環境省のレッドデータブックで絶滅危惧種ⅠＢ類にランクされる

ものもあります。水没予定地周辺には冷気の吹き出す風穴がたくさんあるため、その周辺
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には特異な植物が見られ、風穴周辺は絶滅危惧種の生育地となっています。その対策とし

て、別の地域の風穴の周辺に移植すれば大丈夫という評価をしているようですが、現時点

で山を超えた別の谷の風穴には生息していなくて、この地域の風穴の周辺にのみ生息して

いる特殊な植物が、そう簡単に移植可能とは考えられません。同じような環境がほかにも

あるから、ここがなくなっても大丈夫という表現は環境影響評価書の常套句ですが、それ

ならば他の地域でも確かに生育することが確認されてからにしていただきたいと思います。 

 鳥類の中でも猛禽類について述べますと、イヌワシ、クマタカ、オオタカ、オジロワシ、

オオワシ、ハヤブサの６種の生息も確認され、繁殖が確認されているものも多数あります。

ダム建設がこれらの貴重な生物種に致命的な影響を与えることは必至と思われます。 

 以上、述べたように、湯西川ダム建設については環境の側面でも大きな問題があるとわ

かりました。鬼怒川の治水上も不要であり、宇都宮市の利水上も、下流圏の利水上も必要

がなく、しかも自然環境に甚大な影響を与える湯西川ダムは鬼怒川の河川整備計画には不

要であると思います。 

 以上で終わります。 

【司会（渡邉河川調査官）】  ありがとうございました。 

 それでは、パソコンの準備をしますので少々お待ちください。 

 それでは、公述番号５番の方、壇上によろしくお願いいたします。 

【公述人⑤】  埼玉県三郷市のＥと申します。 

 きょうは、最小の費用で最大の効果がある合理的な治水計画の策定を求める公述を行い

ます。私の陳述の内容は、お配りしてある資料の後ろから３枚目に書いてありますけれど

も、これは後でお読みいただくとしまして、きょうはスライドのほうをごらんいただきた

いと思います。 

 治水計画の基本原則、これは最小の費用で最大の効果がある治水対策の選択ということ

であります。ごく当たり前のことであります。しかしながら、実際の河川行政はこの基本

原則を逸脱をした状態で進められております。 

 今回策定される河川整備計画、利根川本川では５０年に１回の洪水、支川の方は３０年

に１回の洪水ということですが、現状はどうかというと極めておくれている状態にありま

す。利根川は１５年に１回、渡良瀬川は１０年に１回、思川は２０年に１回、巴波川は５

年に１回と非常に低いです。なぜこのようにおくれた状態になっているかというのは理由

があります。 
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 これは旧河川法時代の治水計画、工事実施基本計画といいますけれども、この治水安全

度の目標は２００分の１でありました。２００分の１を目標とする事業に巨額な金がつぎ

込まれてきたんです。そのために現況の河道の改善がおくれて、利根川が１０分の１、支

川が５分の１から２０分の１という状態が放置されてきたわけであります。こういう非常

に整合性のない河川行政がなお進められようとしているということです。 

 その端的な例が渡良瀬遊水地の大規模掘削計画であります。渡良瀬遊水地は本州以南で

は最大のヨシ原が広がる湿地でありまして、そこでは貴重な動植物が生息、生育する自然

の宝庫であります。これは珍しいハイイロチュウヒです。こういうワシタカ類が越冬する

東日本最大の越冬地でもあります。植物のほうでもミズアオイとか、サクラソウとか、こ

ういう絶滅危惧植物が生育するところであります。この自然豊かな渡良瀬遊水地において

大規模掘削が行われれば、すばらしい自然が大きく損なわれることは言うまでもないこと

であります。 

 今、掘削の話が出ているのは、約５００万立方メートル以上と言われていますが、第２

調節池で掘削をしようという話です。しかし、渡良瀬遊水地は既に洪水調節化の工事が終

わっておりまして、現在、既に１億７，１８０万立方メートルの治水量が確保されており

ます。すなわち、現在、既に１億７,１８０万立方メートルの治水容量は確保されているけ

れども、国交省計画ではあと５００万立方メートル、３％足りないと言っているんです。

１億七千六百八十余にする必要があるということですが、既に１億７,１８０万立方メート

ル確保されておりますから、実際には十分余裕があります。 

 これは最近５０年間では最大と言ってもいいでしょう、１９９８年７月洪水のデータで

す。全体の治水は、先ほど申し上げましたように１億７,１８０万立方メートルです。これ

だけあるわけですが、最大の洪水のときにどれだけ洪水が入ったかというと、そのうちの

４割弱です。６割強は遊んでいました。最大の洪水が来てもこれだけ余裕があるわけです。

なぜこんな余裕があるのに、まだ５００万立方メートルか必要だと言っているのでしょう

か。 

 国交省の計算では、今、１億７，１８０万立方メートルあるけれども、プラス５００万

トン必要になるというのは、２００年に１回の洪水が来たときに必要になるという話なん

です。その効果はわずかなものなんですけれども、プラス５００万トンがあると利根川の

洪水量は約１％、水位として約４センチの効果があるということで、５００万トンが必要

とされているわけです。 
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 これは国交省の計算データです。説明は省略します。 

 ５００万トン掘削して増強しても、わずかに意味を持つのは、国交省の計算でも２００

年に１回の洪水が来たときだけです。ところが、現状の河川の状況は、先ほど見たように

５年から２０年に１回の洪水に耐えられるかという状態です。ですから、５００万トンを

仮に掘削しても、それが役立つはるか手前のところで、もっと小さな洪水でこちらはあふ

れてしまうわけです。 

 となりますと、今、行うべきことは５００万トンを掘削することではありません。ここ

に書いてあるように、利根川や支川の河道整備、具体的には堤防かさ上げや補強、それか

ら河床掘削を速やかに進めることです。遊水地の治水容量増強に巨額の金を投じることは、

治水対策としてまことに誤った選択だということであります。 

 最初に申し上げた治水計画の基本原則ですが、最小の費用で最大の効果がある治水対策

の選択、ダムの建設もこの基本原則に抵触します。なぜならば、ダムの治水効果は極めて

限定的なものであるからです。 

 具体的な例として八ッ場ダムを取り上げます。八ッ場ダムは、吾妻川上流に建設が予定

されているダムであります。この事業計画は極めて大きく、関連事業も含めますと５,８５

０億円、起債の利息も含めた国民負担は８,８００億円という非常に巨額な費用負担を強い

るのが八ッ場ダムであります。 

 その前に、利根川の治水計画は、先ほど最初の関東地整のビデオでもありましたように、

昭和２２年のカスリーン台風洪水をベースにしております。これは２００年に１回の洪水

とされております。国交省は、このカスリーン台風が再来した場合、八ッ場ダムがあった

らどのくらいの効果があるかという計算をしております。その計算結果は、驚くことにゼ

ロということであります。 

 利根川の治水計画は、群馬県伊勢崎市八斗島を基準点としてつくられています。八斗島

の計算結果をこれから見ていただきます。これが計算結果ですが、黒い線はダムがない場

合の数字です。ピーク流量は２万２,０００です。今、利根川上流には６ダムあります。青

い線が６ダムの効果ですが下がっています。さらに、八ッ場ダムがあったらどうなるかと

いう計算をしているわけですが、これは赤い線ですが、赤い線はここしか出てこない。こ

ちらに出てこない。これはゼロで出てこないんです。八ッ場ダムの効果はピークと全然別

なところに出てくるということで、肝心のピークのところを下げる効果はゼロということ

です。ということで、仮にカスリーン台風のときに八ッ場ダムがあったとしても、その治
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水効果はゼロだということを国交省の計算がみずから示しているということです。 

 なぜそうなるかというのは理由があります。これはカスリーン台風のときの雨量の分布

ですけれども、これが吾妻川上流です。極めて少ないです。雨の時間帯もずれておりまし

た。これはカスリーン台風の特異現象ではないんです。ここに書いてあるように、台風は

左巻きで、雨雲はみんな南東から吹きつけてきます。そうすると、榛名山とか赤城山に大

雨を降らせて、吾妻川上流には雨が降らないこういうケースが非常に多いんです。これは

カスリーン台風だけではなくて、ほかの大きな台風でもよく見られる現象だということで

す。 

 実際、国交省が、分かりにくいのですが、過去１２洪水について引き伸ばし計算をやっ

ています。これは２００年に１回の雨量を当てはめる計算ですけれども、その中で八ッ場

ダムを必要とするのは１２洪水のうち、わずか１洪水だけです。こんなに治水効果が希薄

な八ッ場ダムなんです。そういう治水効果が希薄な八ッ場ダムに巨額の公費を投じるのは、

治水対策としてまことに誤った選択であります。 

 ダムというのは利水もありますけれども、これは東京の水道の排水量の変化ですけれど

も、９０年代に入ってから減少の一途をたどっています。ということで、利水の面でも都

市用水の需要の減少でダムの必要性はなくなっているということです。 

 治水計画の基本原則、最小の費用で最大の効果がある治水対策の選択をしなければなら

ないという基本原則に基づいて考えれば、不要不急の遊水地大規模掘削やダム建設に巨額

な費用を投じるべきではありません。治水効果が確実な河道整備、堤防かさ上げや補強、

河床掘削を速やかに推進する河川整備計画を策定すべきであります。 

 もう一つ申し上げたいことがあります。公聴会のあり方であります。今回の公聴会は住

民が意見を言って、それを行政と委員の方々が聞くという公聴会です。一方向の公聴会で

す。しかし、よりよい河川整備計画をつくっていくためには、行政と住民が十分に議論し

ていくことが必要です。私たちは、国交省に対して議論の場を設けるよう繰り返し求めて

きました。それに対して、国交省はかたくなに拒否しました。ならば、この公聴会を住民

と行政が十分議論できるそういう公聴会にかえるべきです。欧米ではごく普通に行われて

いる双方向性の公聴会に変えるべきです。そのように住民と行政が十分に議論できる公聴

会に変えることを強く求めて、私の陳述を終わらせていただきます。ご静聴ありがとうご

ざいました。（拍手） 

【司会（渡邉河川調査官）】  申しわけございません、拍手のほうはお控え願いたいと思
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います。よろしくお願いいたします。公述人の方、ありがとうございました。 

 それでは、準備ができましたら６番目の公述人の方、よろしくお願いいたします。 

【公述人⑥】  私は、現在、みどりネット干潟と呼んでおりますが、千葉県干潟土地改

良区で理事長を努めておりますＦと申します。 

 九十九里浜の約１万ヘクタールの広い水田地帯は、地元に大きな川がありませんので、

江戸時代から水不足に悩まされてきました。戦後、大規模なポンプで利根川から水を引い

ていただき揚水場が大幅に改善されましたが、なお理事長として多くの問題に悩まされて

おります。私はまた、利根川水系から取水している関東一円の全土地改良区でつくりまし

た利根川水系農業水利協議会の委員を、さらに同協議会の千葉県支部長、また県内土地改

良区団体が加入しております千葉県土地改良事業団体連合会の副会長や布川下流域の利水

者団体が加入しています利根川布川下流利水使用千葉県連絡調整協議会の委員なども務め、

広く利根川水系の整備もにかかわり、今日に至っております。このような中で、日ごろ感

じております問題を述べさせていただきたいと思います。 

 第１は、米づくりには欠かせない利根川からの水の手当て、いわゆる取水の問題です。

米栽培に必要な水量や時期は、技術の進歩や消費者の嗜好の変化によって大きく変化しま

す。また、国の政策として、食糧安全保障の確保と食糧供給力の強化が掲げられ、そのた

めにも新技術がどんどん開発されて導入が求められております。それについて、必然なが

ら用水の事情も変わってまいりますので、私ども農業に携わる者は、このような事態に対

応して責務を果たすために、さらに用水事情の改善が必要となっております。 

 もともと九十九里浜の農業用水は、地元の小さな渓流やため池で細々とやってきたので

すが、戦後、利根川から取水できるようになったときも地元の最大の自己水源で不足する

分だけ補うという、いわゆる補給水だけを利根川から取水するという計画でしたので、普

通の水田用水の何分の１という水量です。そのため、その後、地区内の反復利用を強化す

る、繰り返し繰り返し使うという有効利用のための水利事業を実施してまいりました。ま

た、渇水の際には、番水という大変手間のかかる時間給水に切りかえて対応するなど大変

想像もつかない努力をしてまいっております。 

 現在行われている農業は、大型機械や新技術の導入により、従来に比べて田植えの時期

や年々の気象条件に大きく左右され、田植えが早まったり、収穫時期が延びることがあり

ます。このような営農技術と、営農体系自体の変化に対応した適切な作物の栽培を行うに

は的確な水利用が必要となります。 
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 水利権の総量規制枠を超えた際、豊水に応急的に整理する必要があります。限られた水

源である水資源を有効に放流されている問題を解決するためにも、水需要の実情に合わせ

た水利用の一般化が必要と思っております。また、数年に一度たびたび起こっている異常

渇水になると、利根川水系でも河川法に基づく渇水調整が実施され、１０％、２０％とい

った取水制限をしておりますが、その具体的なやり方は河川法にのっとり、国土交通省の

情報提供に基づいて、水を利用する上水と工水と農業用水の当事者全員が協議して決める

やり方です。 

 利根川水系では、昭和４７年以来、新旧の区別も、上水、工水、農水の区別も、さらに

暫定豊水水利権であっても、協調して仲間に入れて、互譲の精神で水不足を乗り切ってま

いりました。このようなやり方を守ることが必要だと思います。利根川全流域はもとより、

私ども特に利根川、布川下流域で取水する者にとりましては、お互いに用水事情に配慮し

ながら、英知を集めてつくり上げた昭和の誇るべき水利慣行を壊すことなく、さらなる互

譲の精神を確認して遵守していくべきものと思っております。 

 第２に、河床の問題です。河床は上昇しても低下してもいろいろな問題が起こります。

まず、河床が低下しますと、頭首工や河川を横断する逆サイフォンが露出する構造上のト

ラブルや、取水できる水位が計画より低下して取水できなくなったり、揚水ポンプを改造

しなければならないという事態が起こります。 

 一方、河床が上昇して土砂が堆積しますと、頭首工の維持が難しくなったり、取水が困

難になったりします。治水計画で、将来は河床を現況より下げることになっており、将来

の低い河床に合わせて頭首工をつくったことから、洪水の際、堰の上に流れてきた石や、

がれきがたまってゲートが閉まらなくなるというトラブルがあり、大変困っております。 

 第３は、農地や農業水利施設が治水対策に利用される問題です。例えば、印旛沼は一部

は干拓して水田とし、残った湖水を農業用水として利用しておりますが、このたびの計画

では、新たに農業水利事業を始めようとする印旛沼を放水路として、また調整池として利

用する計画があるように伺っております。また、烏川では、洪水調整池として農地を利用

する計画があるようです。水田の遊水地機能に着目して治水計画に組み込んだ場合もある

ようですが、私たち農業を営む者、あるいは地域に住む人々には事前に相談もないような

計画をされることは強い不安を感じます。 

 最後に私は、利根川の最末利用に位置する土地改良区の理事長ですが、大利根用水をは

じめ多くの農業用水は常に水量、渇水、水質に不安を抱くような地理的宿命を負っており
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ます。加えまして、日本の農業政策が大きく変わる中で、生産技術の向上、圃場の大区画

化、乾田化、機械の大型化、多様な作物を栽培するなど農業体系が大きく変わっています。

特に水利用の状況は大きく変化してまいります。前段で申しましたが、手間がかかる番水

や反復揚水による水の利用と節約を図るなど努力いたしておりますが、現状の水利権水量

では、依然として最も必要な需要期、４月、５月には取水量が少なくなります。このよう

なときにも十分に対応できるようなそういう改善が必要であると思っております。 

 以上、現状ではさまざまな問題が生じております。今回新たに策定する河川整備計画に

おいては、これらの問題が生じないよう、ぜひとも立派なものをつくっていただきたいと

お願いして、私の陳述を終わります。 

【司会（渡邉河川調査官）】  ありがとうございました。 

 引き続いて、公述番号７番の方、よろしくお願いいたします。 

【公述人⑦】  私は、八ッ場ダムを建設しております群馬県長野原の町長として、平成

２年から昨年４月２９日まで１６年間務めさせていただきました。そこに当たりまして、

いろいろ経験したことを皆さん方にお伝えいたします。資料は一切ございません。 

 平成２年４月、長野原町長に当選させていただいて役場へ来ました。八ッ場ダムがある

ことは知っておりましたけれども、ダムというものはこんなに町民に、水没者に迷惑をか

けるのか。昭和２７年に建設省がここにダムをつくるということで始まって以来、水没者

約１,０００人、３４０世帯は毎晩毎晩眠れない夜が続いてきました。私たちにこんなに迷

惑をかけるのが国の事業なのか、もっと私たち国民に温かさを与えてくるのが国ではない

のかということで私は非常に悩みました。 

 しかも、この八ッ場ダムは、先ほどお話もありましたとおり、３４０世帯の方々が沈み

ます。西吾妻という４町村は、皆様方ご存じのとおり草津温泉があります。上流には浅間

高原がありまして、別荘が１万３,０００軒ございます。嬬恋村のキャベツは年間２,００

０万ケース出ます。観光客は年間７００万人来るんです。西吾妻の４町村に宿泊する方が

年間３２０万人おられます。その上流にダムをつくって、しかも吾妻線は沈んで、川原湯

温泉の１７軒の旅館が沈みます。 

 先輩と先人の方々は大変苦しみました。私も平成２年に役場へ行ったとき、これはとん

でもないことをした、辞表をたたきつけて辞めたいと、ほんとうに辞表を書いてポケット

へ入れたんですけれども、ここで辞めてはと自分に言い聞かせまして、私なりに苦労をい

たしました。 
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 この問題につきましては、下流都県の方々もいるわけですから、先ほどのお話にもあり

ましたとおり、当時、建設省はこういうことを町に押しつけるとか、町民に押しつけるこ

とがあっては決してならない。普通の役場なら助役は１人しかいないんですが、専従助役

をつくろうと。９派ありまして、反対、賛成、いろいろな地区があります。この９派の会

議を毎日やるものですから、年間３６５日のうち３００回の会議がある。しかも、会議は

大体夜の７時から１０時半まで。毎晩出てみました。興奮して家へ帰っても眠れません。

水没者は一体これをどう考えているのだろうか。一般行政だけでも十分な町長が、この八

ッ場ダムを何で背負っていかなければいけないのだろうかと考えたとき、いろいろな方が

いろいろなことを言いました。もちろん、当時、建設省も群馬県も何とか八ッ場ダムをつ

くりたいという考えでしたので、私は反対、建設の両面に立って八ッ場ダムをいろいろな

観点から理解をしてみました。 

 ただ、行政というのはうまくできていまして、２年から３年で職員が交代します。次の

職員になったときに私は知りませんでしたとは言わせないよと。ここを一番の観点にしま

して、筆記方式から録音方式に変えました。一つ一つの要望回答につきまして、徹底的に

建設省とひざ詰め談判を皆さん方とやってまいりました。 

 皆さん、一体ダムをどうするのか。やめるのか、やるのか、どうするのか。それを突き

つけられたのは平成４年７月１４日であります。今まで長い間、水特法基金事業、１億７

５０万トンの水をためる八ッ場ダム、洪水調節と利水、下流都県の皆様方の利水、これは

全く格好いいです。そうでしょう。下流都県の皆様方に水を供給するんです、全く格好い

いんです。私たちは上流から下流の皆様に２,７００万人の水を供給するんだ、もうこの水

が供給できなかったら下流都県はどうするんだ。格好いいんですけれども、やっているこ

とは非常に大変なことなんです。どうして私たちがその犠牲にならなくてはならないのか。 

 日本に２,６００のダムがあると言われておりますが、ダムになった町でよくなった町は

一つもありません。私が視察した中で、広島県に灰塚ダムというところがあります。これ

は成功したと私は見てまいりました。でも、そのほかのダムでよくなったところはどこも

ありません。そうなってはならないということで、平成４年７月１４日に、今まで皆さん

方から出ていることの基本協定と補償調査の協定にこぎ着けました。そのとき、水没者の

方は何と言ったか。町長、不満だけれども前へ一歩出ようよ、このままでいたら私たちは

五十何年も干されてしまうということで、基本協定と補償調査の協定をいたしました。 

 その後、要望回答もあります。でも、絵にかいたもちにはならないということで、皆さ
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ん方が真剣に取り組んでまいりました。下流都県の知事さんとも会いました。石原知事と

も会いましたし、３月には上田知事とも会いました。堂本知事ともお会いしました。私た

ちが八ッ場ダムをどうして建設しなくてはならないのか、どうして皆さん方の利水のため

に私たちは犠牲にならなくてはならないのか、この辺のところはぜひへそに力を入れてお

いてくださいと。 

 また、民主党の菅代表代行も、私のところに８人ほど議員を連れてまいりました。共産

党の方も来ます。ダムを考える方々も来ますけれども、私は水没者の方々の考え方を十分

背中に背負いながら、建設省ともけんかをし、群馬県とも言い合い、水没者の方々と夜遅

くまで話し合いながらやってきました。その中で、先ほど申し上げましたように、不満だ

けれども前へ行こう。 

 いよいよ平成１３年６月に補償基準の協定が行われます。ここで私たちの八ッ場ダム事

業については大体８割が終わってしまいました。さあ、これからどうするのか。私は昨年

４月２９日に退任いたしましたけれども、まだ心残りでしようがありません。生活再建は

一体どうなっていくのだろうか。その辺のところが私は心配で心配でならないのでありま

す。ただいま八ッ場ダムのことについていろいろお聞きしましたけれども、ぜひ長野原町

へおいでいただきまして、皆さん方が水没者とも、町ともいろいろ話し合いをしていただ

いて、理解をしていただきたいと思っております。 

 私も心残りですけれども、一言、皆さん方に申し上げたいことがあります。これはどこ

の町でも村でも、ダム、利水、治水、河川にかかわるところは同じだと思います。私たち

は水を飲まなければいられないわけであります。飲水思源ということを私は先輩から聞き

ました。水を飲むとき、水を扱うときには、上流のご苦労が必ずあるわけであります。今

までもあるわけであります。これからも続くでしょう。その辺のことをぜひお考えいただ

いて、ここまで来ました八ッ場ダムのこれからの進捗状況にご理解を賜りますようお願い

いたしまして、私の公述人としてのお話にさせていただきます。ありがとうございました。 

【司会（渡邉河川調査官）】  ありがとうございました。 

 引き続きまして、公述番号８番の方、壇上のほうによろしくお願いいたします。 

【公述人⑧】  私、群馬県に板倉町という町があるんですが、そこの町長をやっており

ますＨと申します。日ごろ考えておりますことを二、三申し上げたいと思います。 

 たしか一昨年だったと思うんですが、内閣府が国民に対しまして日々の生活のアンケー

ト調査を行いました。そのときに国民が一番不安に感じたことは安全だったと記憶をいた
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しております。安全も非常に幅が広いわけでありまして、例えば犯罪の関係もありますし、

あるいは老後の安全もありますが、やはり多くの方々が考えたのは自然災害に対する安全

だったのではなかろうかとそのように考えております。最近は異常気象との関係もござい

まして、非常に大きな災害が発生いたしておりまして、それらに対する不安が多かったの

ではないかと考えております。 

 そんな中で、私どもの町のことを考えてみますと、やはり立場上一番考えますのは、地

域住民の、町民の生命、財産は何としても守っていきたいという強い思いがございます。

私の町の最大の不安といえば、やはり水害でございます。私の町は利根川と渡良瀬川に挟

まれた地域でございまして、昔から水害には非常に苦労してまいりました。町の歴史を一

口に言えば、水との戦いの歴史であったと言われております。そういったことで水害には

非常に苦労してきたわけであります。 

 非常に標高の非常に低い地域でございまして、一番低いところでは標高１３メートル、

家屋が連なっておりますのは１５メートル前後でございます。実は、ちょっと見えにくい

と思うんですが、私の町のハザードマップを持ってまいりました。これが私の町ですが、

万が一、水害があった場合には水が２０メートルまで来るという想定がございます。現実

にそのぐらい来るのではないかと心配しております。ここが黄色いんですが、５メートル

から８メートルもぐってしまう地域であります。ちょっと色の濃いところは２メートルか

ら５メートル水没をするという地域であります。わずかに白い地域があるんですけれども、

そこは水が入らない地域であります。したがって、万が一、堤防が決壊した場合にはほと

んどが水没してしまうというのが私の町であります。 

 １５メートルぐらいのところに住んでいる方、多分２０メートルの水が来ますと屋根ま

でもぐってしまうそういう状態になってしまいます。ですから、財産はもちろんでござい

ますが、何よりも生命が心配でございます。毎年のように台風とかが来るわけであります

が、これから６月から１０月ぐらいにかけて非常に不安な状態が続きます。たしか平成１

０年だったと思うんですが、９月に大きな台風がやってまいりました。私はいつも台風が

来ると、利根川とか渡良瀬川の堤防をずっと回って歩くんですけれども、そのときには利

根川が大分増水いたしまして、川いっぱいに濁流が流れておりました。片や私の町を見ま

すと、はるか下のほうであります。これは万が一のことがあったら大変だと改めて感じま

した。 

 そんな中、ところどころで漏水があります。そこでは水防団、実際には消防団ですが、
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漏水対策を一生懸命やっているんです。あのときの心境というのは、ほんとうにつらく恐

ろしいものであります。その心境は、多分そこに住んでいないとわからないかもしれませ

ん。ほんとうに大変な状況であります。 

 したがいまして、私が今度の整備の中で一番お願いしたいのは、やはり地域住民の生命

等を考えますと、何としても河川の堤防の強化、整備等に全力を注いでもらいたい。これ

が私の第一のお願いでございます。 

 ２つ目でございますが、先ほどから話題になっております渡良瀬遊水地の関係でござい

ます。私の町の東側に渡良瀬遊水地はあるわけでありまして、非常に関心のある場所であ

ります。私も小さいときから遊水地に行きまして、遊んだりいろいろなことをやってまい

りました。先ほど治水容量が足りないという話がございました。また、先ほどの方からは

必要ないという話もございました。ただ、皆さんにわかってもらいたいのは、周辺に住ん

でいる人たちは先ほども言ったように日々非常に心配をしておりますから、もし掘削が必

要だったら掘削をしてほしい、それが大多数の地域住民の願いだろうと考えております。

この辺はまだまだ説明不足という感じもいたしますので、十分精査をして説明していく必

要があるとそのように思っております。 

 そんな中で私が考えておりますのは、もし治水容量を増やすとすれば、当然、土を掘削

するわけでありますから、何とかその掘削を湿地の再生につなげていただきたいという強

い願望がございます。私が子供のころの遊水地というのは、実に見事な湿地が点在してお

りました。現在の状態は、非常に乾燥化が進んでおりますので、昔のおもかげは全くござ

いません。私は湿地というのは非常に大事なものだろうと考えております。 

 ちょっと余分な話をして恐縮ですが、群馬県の方なんですけれども、内村鑑三という方

がおりました。この人は日本を代表する思想家と言われておりました。あの方の本を読み

ますと、子供のころは川等でほんとうに遊んだそうです。魚をとったり、いろいろな遊び

をしたりということで、親が心配するぐらい遊んだそうであります。でも、あの人は本の

中で言っているんですけれども、それが自分の人生の中で大きな役割を果たしたと言って

おります。ですから、私は、現在の子供たちを見ておりますと、ぜひそういう場所をつく

りものだと考えております。すばらしい湿地をつくって、そこで子供たちに自由に遊んで

もらう。また、その中で環境学習をしてもらいたい。それが可能なのが、私は渡良瀬遊水

地ではなかろうかと考えております。首都圏というか、都心等にも大変近い場所でありま

すので、ぜひそんなことをお願いしたいと考えております。 
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 時間の関係もありますので、もう一つだけ申し上げますが、私は自然環境、景観といっ

たものがこれからの日本にとっては大事ではなかろうかと思っております。最近の我が国

は、どちらかというと経済優先、コスト優先という状況であります。そんな中で、今、最

も疲弊しておりますのは地方の農山村でございます。これまで日本が、地方が大事に守っ

てきた地方の農山村の伝統的な文化であるとか、景観であるとか、そういったものがまさ

に今、崩壊しつつあります。でも、もし百年の大計を考えるのでありましたら、景観等は

大変大事なものだろうと考えております。 

 私の町も、現在、水を生かしたまちづくりとか、重要文化的景観を目指すとか、そうい

ったことを考えております。これからの河川整備に当たっては、ぜひ景観も重要視したそ

ういった整備をお願いしたいということを申し上げまして、私の公述を終わらせていただ

きます。ご清聴ありがとうございました。 

【司会（渡邉河川調査官）】  ありがとうございました。 

 またパソコンの準備をしますので少々お待ちください。 

 それでは、公述番号９番の方、壇上のほうによろしくお願いいたします。 

【公述人⑨】  こんにちは。私は利根川流域市民委員会のＩと申します。八ッ場ダム事

業の中止を求めるというテーマでお話しいたします。 

 利根川流域市民委員会は、利根川にかかわるさまざまな活動を行っている市民グループ

の集まりです。去年発足し、利根川河川整備計画策定に流域住民として積極的に参画した

いと要望してまいりました。利根川の現状を知るために、去年の６月と１１月には上流か

ら下流までの見学ツアーを行いました。そこで私たちは、利根川は既に多くのダムや堰で

自然の流れを阻害され、生態系がずたずたになり、深刻な漁業被害が生じているというこ

とを確認しました。美しい渓谷や遊水地も残されていますが、今度の整備計画では、そう

いう貴重な自然豊かな場所でも、八ッ場ダム、利根川放水路など多くの無謀な事業を行お

うとしています。 

 このグラフにあるように、その原因は２万２,０００トンという途方もない基本高水が設

定されたことにあります。この上の線です。これは２００年に１回の洪水とされる昭和２

２年のカスリーン台風１万７,０００トン、ここになりますが、再来した場合の流量を洪水

流出モデルで計算したものということです。しかし、カスリーン台風当時は戦後間もない

ころで、森林乱伐により山の保水力が著しく低下していたと考えられます。その後、植林

面積は拡大し、このグラフを見てもわかるように１万トン。この線ですけれども、これを
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超える洪水はずっと起きていません。２万２,０００トンという基本高水がいかに過大であ

るか一目瞭然です。 

 そうした点を十分検証することもなく、河川整備基本方針ではこの過大な基本高水を認

めてしまいました。しかし、１９９７年の河川法改正時の国会答弁では、整備計画でどう

してもできないことがあれば基本方針も再度検討するという説明がされました。この基本

高水を金科玉条として、必要もない巨大事業に税金をつぎ込むことは断じて許せません。

基本方針で決定され、整備計画の前提となっているこの基本高水からぜひ検証し直してく

ださい。 

 さて、計画されている事業の中でも、八ッ場ダムは起債を含めて１兆円近い税金がつぎ

込まれる最大の事業です。半世紀以上も前から引きずっている計画であり、先ほど前町長

のお話にもありましたように、激しい反対運動の後に苦渋の選択で受け入れざるを得なか

った状況があります。地元住民は、国交省に次々に約束を反故にされ、よそに移転する世

帯が続出し、コミュニティーは今、崩壊の危機にあります。利水、治水上の必要がない上

に、地盤がもろく危険であり、吾妻渓谷の景観を壊し、由緒ある川原湯温泉を沈め、イヌ

ワシ、クマタカなどの絶滅危惧種の生存を脅かすそういうダム計画です。また、強酸性の

水を中和するため、その中和性生成物で堆砂が急速に進み、上流の汚濁物質の流入でダム

湖の水質が悪化することは必定です。まさに百害あって一利なしというダムです。 

 まず、治水の面では、先ほどＥさんが公述されたように、カスリーン台風の再来計算で

も、この赤い線ですが、この八ッ場ダムはピークのときに全然効果がない、治水効果はゼ

ロということは国交省自身が明言していることです。 

 次に、利水ですが、これは例えば東京都の場合です。八ッ場ダムの水が必要と言ってい

る東京都がどんなに過大な水需要予測を行っているか。この線が予測の線です。全部右肩

上がりです。でも、実績はずっと下がり続けています。このように、常に過大な予測をし

てきたということです。 

 また、渇水に備えると言いますが、近年で最も渇水の激しかった１９９４年の渇水時の

新聞を見ると、水余りなのにほかの県に利根川の水を分けてあげようとしないと、東京都

は水長者と揶揄されています。なぜ水長者なのか。利根川では、確かにこのように水量が

低下していました。一方、東京都は多摩川水系にも小河内ダムなどを持っているわけです

が、そこには２０日分の水が余っていたということです。実際には、そうした余裕が渇水

といってもあった。 
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 また、私たち都民は多摩地区で日常的に地下水を３割程度使っているんですが、その地

下水を東京都は正規の水源とみなしていません。地盤沈下も今、おさまっています。おい

しい地下水をきちんと管理しながら使い続けるのは当然のことだと思います。 

 このように水需要を過大に、保有水源を過少に見積もるというからくりで、八ッ場ダム

の水が必要という結論を導いているのです。実際には、東京都に限らず首都圏の水需要は

飽和状態であり、その需要を満たすのに十分な供給量も確保されています。これ以上、利

根川の水を欲しがる理由はどこにもありません。 

 現在、１都５県で展開されている八ッ場ダム事業への支出差し止めを求める住民訴訟で、

こうした八ッ場ダムの問題点が次々に明らかになっています。住民の代替地への移転も本

体工事もまだ始まっていません。未来に禍根を残さぬよう、このダムの建設中止をすぐに

も決断するべきです。 

 そして、ダム中止後には、長年、ダム建設に振り回されてきた現地の人々の物質的、精

神的な苦しみに報い、しっかり生活再建ができるように、国と下流都県が責任を持って補

償を行うべきであると考えています。アメリカでもヨーロッパでも、地球温暖化で豪雨な

どが起きやすくなっているという状況があるからこそ、ダムというハードな洪水調節装置

では限界があると気づき、ダムを撤去し、氾濫源による治水対策を行う方向へと大きくか

じが切られています。それは日本古来の治水の知恵に学び、川本来の自然、生態系を回復

し、流域住民が川を享受し、洪水にも備える、つまり主体的に川にかかわることにつなが

ります。 

 環境の正規の新たな川と人との関係を模索するためには、流域住民が河川整備計画策定

の議論に加わることが不可欠だと考えます。その議論の場を設けるために、問題のある地

点を国交省と住民がともに見学し、確認する。私たちが行った利根川ツアーのようなもの

を官民一緒にやることを提案したいと思います。 

 最後に、この公聴会意見募集の広報について一言。国交省は、たびたび新聞各紙に進め

ている事業の有効性を主張する全面広告を出しています。しかし、この公聴会の公述人募

集、意見募集は、記者発表し、ホームページに掲載しただけです。幅広く公平に意見を聞

きたいというのであれば、この公聴会と意見募集ことこそお金をかけて新聞に広報するべ

きではないでしょうか。省益のためではなく、国民の知る権利のためにこそ私たちの税金

を使ってほしいものです。 

 なお、今回の全体公聴会は、原案作成前のたった１回の機会です。その機会に河川局長
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が欠席されたことは大変残念に思います。私たち公述人の公述をぜひ河川局長に聞いてい

ただきたかったと思います。 

 以上でおしまいにします。 

【司会（渡邉河川調査官）】  ありがとうございました。 

 再度、パソコンのセットだけしますので、少々お待ちください。 

（傍聴者から発言あり） 

【司会（渡邉河川調査官）】  それでは、公述番号１０番の方、よろしくお願いしたいと

思います。 

【公述人⑩】  皆さん、こんにちは。埼玉県新座市から参りましたＪと申します。 

 私は千葉県の佐原で生まれ育ち、５０年にわたって利根川下流域の変遷を見てまいりま

した。１９９７年には、日本自然保護協会の研究部長として、利根川河口堰の流域水環境

に与えた影響調査を実施いたしました。現在、先ほど発言されたＥさんらと利根川流域市

民委員会の共同代表を務めております。このような立場から、利根川水系河川整備計画に

対する意見を申し上げたいと思います。 

 まず、河川整備計画に対する住民意見の反映方法について意見を申し上げます。 

 １９９７年に河川法が改正され、河川整備計画の策定段階で、学識経験者のみならず関

係住民、市町村長の意見を聞くことが求められるようになりました。 

 ２００１年に設置された淀川水系流域委員会には、私も一委員として加わりました。淀

川水系流域委員会では、公募によって関係住民を地域に詳しい委員として同じテーブルに

加わってもらいました。それによって学識経験者が市民にもわかる言葉で議論することに

つながり、専門家と市民との相互理解が進みました。また、議会は完全に公開され、傍聴

者にも発言の機会が与えられました。また、傍聴に来られない市民のためには、配付資料

や議事録はインターネットやニュースレターで公表されました。河川利用等については住

民対話集会が開かれ、活発な意見交換が行われました。 

 私たち利根川流域市民委員会は、昨年９月、国土交通大臣並びに関東地方整備局長に対

して、利根川水系河川整備計画の策定に当たり、淀川水系流域委員会をモデルとした流域

委員会の設置を求めました。残念ながら、有識者会議、公聴会、パブリックコメントを別々

に行うという方式となり、住民参加のレベルとしては一歩後退したものになっています。

第１回有識者会議における委員のご発言があり、本日、有識者会議委員の同席のもとでの

公聴会が実現したことには感謝申し上げたいと思います。しかし、これからでもよいので、
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学識経験者に関係住民を加えた流域委員会をつくり、また傍聴者の発言の機会を確保すべ

きだと思います。 

 次に、利根川下流域の汽水環境の回復について意見を申し上げます。 

 利根川下流域は、霞ヶ浦、手賀沼、印旛沼とともに、かつて香取の海と呼ばれた入り江

であり、周辺には大湿地帯が広がっていました。江戸時代に利根川の東遷が行われ、明治

時代には利根川の河道や堤防が整備されましたが、その後も４０年ほど前までは利根川下

流域及び霞ヶ浦は、八郎潟、中海、宍道湖と並ぶ豊かな汽水域でした。しかし、１９６３

年に常陸川水門が、１９７１年に利根川河口堰が建設され、利根川下流域及び霞ヶ浦の環

境は一変しました。 

 まず、魚介類の変化についてご説明します。利根川河口堰や常陸川水門が建設される以

前、利根川下流域や霞ヶ浦は淡水と海水が入りまじる汽水環境でした。河口から３５キロ

の津宮周辺までヤマトシジミがとれ、霞ヶ浦、天王崎などに泳ぎに行くと、子供でもバケ

ツ１杯のシジミをとって帰ったものでした。 

 この図は、当時の縄船という漁具を使ったくだりウナギ漁と、シジミカッターという漁

具によるシジミ漁の様子を描いたものです。利根川河口堰が建設されると、汽水環境を代

表するヤマトシジミが姿を消し、ウナギなどの回遊魚も激減しました。日本自然保護協会

の報告書によれば、利根川河口堰が建設される以前に生息していた６６種の魚類のうち、

河口堰完成後には１４種、２１％が全く見られなくなり、１８種、２７％は河口堰下流に

分布が限定されてしまいました。河口堰上流は、ブラックバスやアメリカナマズなどの外

来魚が優先する環境になってしまいました。 

 利根川下流域のシジミは、昭和４０年代には２万トンから４万トン漁獲されていました。

利根川河口堰ができると漁獲は激減し、河口堰上流では淡水化したため全くとれなくなり

ました。この図は、農林漁業統計に千葉県野鳥の会の方たちが調査した東庄町、夏目堰の

キンクロハジロの数を重ねたものです。シジミが減少すると、キンクロハジロも食物連鎖

を通じて減少して、潜水して貝類を食べるキンクロハジロが減少し、昭和６０年ごろには

ほとんど見られなくなってしまいました。 

 日本自然保護協会による調査の結果、河口堰の周辺にはシルト、粘土などを中心とする

有機物を多く含んだヘドロ状の底泥が堆積していることがわかりました。河口堰周辺の底

泥がヘドロ状になる現象は、長良川河口堰、旧吉野川、今切川河口堰などでも共通した傾

向が見られます。これは長良川河口堰の下流の泥ですけれども、すぐ隣の揖斐川のシジミ
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を含んだ砂と比べると真っ黒で、シジミも見られないことがわかります。 

 どうしてこのような状態になってしまうのでしょうか。その原因の一つは河口堰湛水域

の水質の悪化にあります。これは利根川河口堰の湛水域の植物プランクトンの量をクロロ

フィルａの量であらわしたものです。１９９５年、１９９６年あたりには、もう既に冬に

２００μg/ℓ という多量の植物プランクトンが発生しています。 

 河口堰の操作は、この図で見るようにほとんどゲートを閉めて操作する堰操作１、２、

３と、一部または全部の門をあける堰操作４、５に分かれます。植物プランクトンの発生

は水温の高い夏ではなく、堰操作１から３が多い冬に発生しているのです。 

 これは利根川河口堰の堰操作運用の変化を示したものです。利根川河口堰ができる前、

建設省、水資源開発公団は、堰操作１から３は４５％という予測を立てて住民や漁民に説

明していましたが、堰操作日数が半分であったのは建設直後の１９７１年だけで、年を追

うごとに堰操作日数が増えまして、１９９６年には１年のうち３５０日が操作日となって

います。特に、下流からの水を一切上流に入れない操作３がほとんどを示していることが

わかります。 

 ２０００年には北千葉道水が建設され、２００２年より利根川から江戸川に都市用水（最

大４０トン／秒）を供給するとともに、手賀沼に浄化用水（最大１０トン／ｓ）を注水し

ています。そのおかげで手賀沼は水質ワーストワンを出しましたが、手賀沼を浄化してい

た水は利根川下流の河口堰湛水域に流れ込みました。 

 ２００４年の冬には、漁民から利根川河口堰湛水域で赤潮発生が指摘されました。日本

自然保護協会が調査したところ、笹川や小見川でクロロフィルａ量２００μg/ℓ 以上の多

量の植物プランクトンが発生していることがわかりました。漁民からの要望で、北千葉道

水の導入前の布川と、北千葉道水の水が手賀沼を通って利根川に流れる手賀川の水質も同

時に水質したところ、布川では１１μg/ℓ に対して、手賀川では２２２μg/ℓ のクロロフ

ィルａが測定されています。 

 国土交通省は、２００５年のダム等フォローアップ委員会で、利根川の水質への影響は

ほとんどないと説明していますが、利根川河口堰との複合的な影響を考えたとき、利根川

河口堰は冬の間ほとんど閉まっていますので、影響がないとは言い切れないのではないで

しょうか。 

 最後に、利根川下流域の環境に対して提言をいたします。 

 河川整備計画の策定を機会に、利根川河口堰、常陸川水門の運用を見直し、利根川下流
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域と霞ヶ浦に、かつての豊かな汽水環境を取り戻すべきではないでしょうか。具体的には、

先に述べたゲート操作の運用を見直し、特に冬期に湛水域の水が停滞して水質の悪化を招

かないようにすべきです。また、現在は堰操作を行う流量を、大潮時１５０トン／秒、小

潮時９０トン／秒と一律に決めていますが、シラスウナギの遡上、シジミの幼生の着定時

期などには、ゲートをあけて塩水くさびの先端が河口堰上流に入るようにすべきです。現

在、魚道の改良などが検討されているようですけれども、魚道などにとどまらず、もっと

ダイナミックな汽水域の環境を考えるべきではないでしょうか。 

 以上で発表を終わります。どうもありがとうございました。 

【司会（渡邉河川調査官）】  ありがとうございました。 

 以上をもちまして１０人の方々の公述が終了いたしました。なお、本日の公聴会の状況

につきましては、後日、利根川水系河川整備計画のホームページ等々に速記録を載せさせ

ていただく予定でございます。 

 これをもちまして利根川水系全体公聴会を閉会させていただきます。皆様どうもご苦労

さまでございました。ありがとうございました。 

 

―― 了 ―― 

 

 


