
平成２４年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第３回）

日 時：平成２４年１０月２２日（月曜日）

１３：００～１４：５５

場 所：東北地方整備局二日町庁舎大会議室
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１．開 会

○司会 それでは、ご案内の時間になりましたので、ただいまから平成２４年度第３回東北地方

整備局事業評価監視委員会を開催させていただきます。

大変お忙しい中、委員の皆様方にはご出席を賜りまして、大変ありがとうございます。

進行役を務めます地方事業評価管理官の村上でございます。よろしくお願い申し上げます。

本日の委員のご出席でございますけれども、木村委員と九戸委員につきましては所用でご欠

席、それから成田委員ですが、先ほどお電話がございましてちょっと体調を崩されたという

ことで急遽ご欠席ということでありましたので、１１名中８名の方のご出席で開催させてい

ただきますので、よろしくお願い申し上げます。

本日の審議等にかかわる資料でございますけれども、お手元にお配りをしてございます。資

料一覧表がございますけれども、資料１から資料４、議事次第等もございますので、もし不

足等があれば事務局のほうにお申し付けをお願いしたいと思います。

それでは、早速ですけれども、次第に従いまして進めさせていただきます。

２．挨 拶

、 、 。○司会 初めに 委員会の開催に当たりまして 徳山東北地方整備局長から挨拶を申し上げます

○徳山局長 大変お世話になっております。

本日は、平成２４年度第３回目の東北地方整備局事業評価監視委員会でございまして、委員

の先生方にはご多忙中のところご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。

また、９月１４日に実施をいたしました鳥海ダムの現地調査につきましては、平山委員長を

初め多くの委員の方にご参加をいただきました。誠にありがとうございました。

さて、本日の審議いただく案件でございますけれども、お手元の資料の一覧というのを捲っ

ていただいて、次に次第がございます。ご覧いただきますように、審議事項といたしまして

は、河川事業の事後評価１件でございまして、あわせて報告事項でございますけれども、河

川改修の事業が２件ということになっております。

また、５に、ダム事業の検証に係る検討状況という項目を入れてございます。今後の委員会

でダム検証についてご審議をお願いすることになりますけれども、これはいろんな経緯もあ

ることでもございますし、今後の審議に先立ちまして検討状況をまず今回ご説明を申し上げ

ようという案件でございます。

限られた時間の中での審議ではございますけれども、どうぞよろしくお願いいたします。あ
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りがとうございます。

○司会 審議に先立ちまして、報道関係の皆様方にお願いがございます。これ以降の写真、テレ

ビカメラ等の撮影につきましてはご遠慮願いたいと思います。

それでは、対象事業の審議に入らせていただきます。平山委員長、お願いいたします。

３．審 議

○平山委員長 それでは、これから審議を始めたいと思いますが、今日もよろしくお願いいたし

ます。

いつものことながら、説明はポイントを押さえて効率的な議事の進行にご協力をお願いした

いと思います。

今お話がございましたように、本日の審議は河川の事後評価１件のみですので、重点事業の

取り扱いといたします。

〔河川事業 事後評価〕

・北上川下流直轄河川改修事業（旧北上川分流地区）

○平山委員長 それでは、北上川下流直轄河川改修事業（旧北上川分流地区）についてご説明を

お願いいたします。

○佐藤北上川下流河川事務所長 北上川下流河川事務所長の佐藤でございます。恐縮ですが、座

って説明をさせていただきます。

本日の対象事業、北上川下流直轄河川改修事業（旧北上川分流地区）でございます。資料の

１ページ目をご覧いただきますと、施設の概要がございますが、説明に先立ちまして、北上

川につきましては、明治４３年８月の大洪水を受けまして、従来の河口、石巻湾に注いでい

る今の旧北上川の河口から北側にあります追波湾のほうに本川の河口を付け替える、新しい

川を拓く工事を国の直轄事業として明治４４年から着手したところでございます。

その際、従来の河口である旧北上川へ１５％、新しい河口である新北上川のほうへ８５％洪

水を配分するという事業を明治４４年から昭和９年度まで行っておりました。その中で、分

流施設を昭和７年に完成したところでございます。

この分流施設が完成しました後、昭和２２年にカスリン台風、昭和２３年にアイオン台風で

また甚大な被害をもたらしまして、特に石巻市市街地の治水安全度を向上をさせるために、

翌年の昭和２４年に治水計画を改定いたしまして、従来１５％の分派量でありました旧北上
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川、石巻中心市街地への流量の配分量を、ゼロ分派とする計画を昭和２４年に策定したとこ

ろでございます。

その計画に則りまして、まず新しい北上川の安全度の向上などを行った上で、平成８年より

旧北上川への分派量をゼロ分派とする施設、水門２基、堤防などの整備を行いまして、平成

１９年に完成したところでございます。

水門につきましては、左下の写真にございますように、脇谷水門、鴇波水門を従来の旧分流

施設の上流側につけることによりまして、流量をこの水門を閉めることによって洪水流量を

ゼロにする施設を整備したところでございます。

続きまして、資料の２ページをご覧ください。

この事業の主な受益地である石巻市中心市街地の概要についてご説明いたします。

石巻市は、人口１５万人、世帯数５万８，０００戸の宮城県第二の都市でございます。その

中心市街地に旧北上川の河口が流れているところでございます。この旧北上川の河口があり

ます石巻市につきましては、パルプの製造品出荷数は全国８位の工業都市であるほか、県内

第二の集積を見せる商業都市でもございます。また、旧北上川沿川につきましては、特殊機

械製作工場ですとか、漁具製作工場、水産加工工場や造船所など、石巻市の主要産業が立地

している状況にございます。

また、当該施設の受益地であります浸水想定区域内には、保育園、小学校、それから病院な

ど災害時の要援護者関連施設が多数存在しておりまして、２ページ目の右側の図に△で色を

つけて表示しておりますが、このような主要施設、それから消防署などの防災拠点、道路、

鉄道などの主要交通、ライフライン供給施設などがございます。例えば、ＪＲ仙石線ですと

か、三陸自動車道、国道４５号と１０８号などが石巻市の中心市街地を通過しているところ

でございます。

また、この中心市街地は、周辺地区の広域的な中枢都市機能も受け持っているような地区で

ございます。

続きまして、旧北上川分流施設の事業効果について、まず計画上の事業効果についてご説明

いたします。資料の３ページでございます。

今回、事業の対象としております計画は、戦後の主要洪水であります昭和２２年９月洪水、

カスリン台風でございます。年発生確率４０分の１と同規模の洪水に対しまして、浸水戸数

で７，２００戸、浸水面積で４，２００ヘクタールを軽減する効果を計画上見込んでおりま

す。下の図にございますように、氾濫区域が大幅に縮小する、また氾濫水深も浅くなる、赤
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いところが少なくなって青いところ、緑のところが増えておりますが、床上浸水の大幅な解

消が図られるという計画となっております。

続きまして、資料の４ページをご確認ください。

完成後確認された事業の効果といたしまして、先ほど申し上げましたように、この分流施設

につきましては平成１９年度に完成しておりますが、その後この施設を操作するような洪水

が今年の５月までございませんでしたので、今年の５月２日から４日にかけての出水が初め

ての施設の操作となりました。この５月の豪雨では、宮城県内の５月としては記録的な大雨

をもたらしまして、特に北上川水系、江合川の涌谷観測所におきましては、観測史上３番目

となる洪水を記録したところでございます。

また、堤防の上から見て９０センチ、手が届くようなところまで水位が迫りまして、土のう

を積むなど水防活動を行って大きな災害を防いだ状況でございます。左下のほうの写真にご

ざいますように、江合川の１０キロ地点あるいは６．８キロ地点での水防活動や出水の様子

を掲載させていただいております。

この分流施設の操作によりまして、沿川自治体、特に支川のほうの自治体の方々から江合川

の水がスムーズに流れるようになって効果が発揮されたといったお声を寄せていただいてい

るところでございます。

また、この５月の出水では、石巻市では９５０世帯に避難勧告を発令するほか、涌谷町でも

避難勧告が発令されるような洪水でございました。

続きまして、資料の５ページでございます。

旧北上川分流施設の費用対効果でございます。治水経済調査マニュアル等にのっとりまして

費用対効果Ｂ／Ｃを算定いたしましたところ、今回の費用便益比は９．１と算定してござい

ます。ただし、今回東日本大震災に伴いまして試算の状況等の変化がございますが、震災後

の基礎データが整備されていないため、今回は震災前の状況を想定した評価となっておりま

す。

続きまして、資料の６ページをご確認ください。

資料の６ページでは、今回の東日本大震災によってこの旧北上川の河口部、今回の事業の受

益地でございますが、そこの社会経済情勢の変化をあらわす資料として、現在の石巻市復興

基本計画について提示をさせていただいております。

この中では、石巻市におきまして非可住地、災害危険区域などに指定をし住居用の建物の規

制を行いまして、防災集団移転などを行うことが計画されておりますが、そのエリアが赤く
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囲まれた区間、非可住地区というところでございます。これらに震災前に存在しておりまし

た家屋数は約３，０００戸ということで、氾濫区域内の家屋数の約９％を占めるということ

で、今回震災前の資産で算定した被害額よりも１０％減じた形で便益を求めまして、その１

０％減じた便益に基づくＢ／Ｃを算定してございます。その計算結果が８．３となってござ

います。

一方、人口は７，０００人がこの非可住地に以前住まれておりまして、人口比としては７％

という割合でございました。

続きまして、 後のページ、事業の実施による環境の変化等についてご説明いたしますが、

事業の実施に伴いまして、特に際立った環境の変化は確認されておりません。

また、社会経済情勢の変化といたしましては、東日本大震災に伴う津波によりまして、家屋

や農地の状況が大きく変化し、また地震による広域的な地盤沈下によりまして、潮位の影響

が受けやすくなるといったような変化が生じております。

今後の事後評価の必要性といたしまして、現在、石巻市震災復興基本計画に基づきまして、

浸水被害軽減区域内に集団移転地あるいは復興公営住宅などが計画されているところでござ

いまして、非可住地から移った先がこの事業の効果を発揮するエリアとなっておりますので、

本地域における本施設の重要性は今後も変わらないものと考えております。

また、先ほどご説明しましたが、今年５月の初の施設操作によりましても事業効果が確認さ

れているところでございます。お手元に１枚紙で新聞記事を参考に配付させていただいてお

ります。５月の出水時の操作の効果につきまして、新聞で大きく取り上げていただきました。

旧北上川水位 大４０センチ低減、分流施設の初の全閉操作によりまして水位として４０セ

ンチの低減、本文中には洪水継続時間を４時間短縮させ水防団の活動などに寄与したという

ことを掲載していただいております。このように、計画どおり機能を発揮しているところで

ございます。

私からの説明は以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。旧北上川と新しい北上川の分流地点に位置しておりま

す分流施設、平成１９年に完成しまして５年目を迎えた今年、事後評価ということでおかけ

しています。何かただいまのご説明につきましてご質問、ご意見ございませんでしょうか。

奥村先生。

○奥村委員 奥村ですけれども、大変効果が出ているということと計算上かなりまた効果が期待

できるということになっているのはよくわかりましたので、結論はこれでいいと思います。
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けれども、一つは、この治水経済調査マニュアルによる計算方法だと、人命が失われるとい

うようなところであるとか、あるいは今回の大震災のときに明らかになりましたように、避

難のための時間ができる効果とか、そういうものが全く入らないですね。要は、水深がここ

まで来てそれで被害率が幾らだから、資産に対して掛け算をして何割ダメージが出ると。そ

れを積み上げた数字になっていますので、そういう意味で言うと、施設自体がハードなもの

として保ち得るものに効果があるということは確認できているんですけれども、せっかくつ

くった施設を十分に使い切るというのか、安全向上のために生かすという視点からすると、

もう少しいろんな意味で検討が要るのじゃないかなというふうな感じを受けるんですね。

、「 」そうしたときに こういう手はずでこの事業再評価をやっているんだからそれでいいんだ

と言ったらその通りですけれども、原案のところで「今後の改善措置及び事後評価の必要性

はない」という書き方になっていますが、本当にこの書き方でいいのかと。要は「いいもの

ができたので、これを使い切るためにはもう少し運用に関する検討とか研究とかが必要だ」

ということも書いておいたほうが本当はいいのではないかという感じを少し受けています。

ちょっと感想になるんですけれども。

○平山委員長 ありがとうございます。私も似たようなことを考えていまして、この事業の結論

については異論はないんですが、震災みたいな大規模に突然地域がガラッと変わったような

災害があったときに、今までのような評価だけで十分なのか。これは事後評価で浸水域も全

体から見るとわずかでしたので、この結論は揺るがないとは思いますけれども、もしこれが

５割とかあった場合に、今までの進め方ですと、ひょっとしたら事業継続の判断をする場合

にＢ／Ｃが１を切ってしまうことだって起こり得るんではないか。そういうときのことは予

め考えておいたほうがいい。奥村先生のように、新たな要因を入れてもっと総合的に判断す

るとか、そういう考えもあろうかと思いますが、そのあたりいかがでしょうか。

○工藤河川部長 ただいまのお話は、我らの研究すべき課題だというふうに考えております。近

々再評価いただく案件につきましても、現在そうしたことで再評価実施に当たってどういっ

た取り扱いができるのかの検討ですとか、費用便益計算につきましても、さらに精度を上げ

た形で再整理を今行っているところでございます。

○平山委員長 役所のほうで検討はされて、関連の案件が今後出てくる可能性がありますので、

そういう中でその検討結果を我々も判断しながら評価を進めていきたいと思います。

ほかに何かございませんでしょうか。

ちょっと私、１つ、北上川の整備が進んだからこの分流施設が絶対必要になったという書き
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様をされていますが、この整備が進んだというのはどのような整備、遊水地のことでしょう

か。それとも河道の整備でしょうか。ダムでしょうか。

○佐藤北上川下流河川事務所長 昭和２４年に治水計画を改定したところでございますが、新し

い北上川の受け持つ流量をこの治水計画で改定しておりますので、新しい北上川の掘削、護

岸、築堤などを行いまして、ゼロ分流によって洪水が増えるほうの区間の改修を行っていま

す。その中には、従来の飯野川可動堰を北上大堰に置き換える、改築する工事なども含まれ

ております。

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに何かございませんでしょうか。

なければお諮りをしたいと思いますが、先ほど奥村委員からご意見がございましたし、その

点につきましては、事務局で今後検討されてこれから出てくる案件について反映させていた

だくということで、この分流施設、１９年に終わった事業につきましては、原案のとおりの

結論ということでよろしいでしょうか （ はい」の声あり）ありがとうございました。。「

それでは、７ページにございます原案のとおりお認めをいただいたということにさせていた

だきます。

それでは、今日の審議事項は以上でございます。

４．報 告

〔報告事項 再評価〕

・米代川直轄河川改修事業

・馬淵川直轄河川改修事業

○平山委員長 報告事項に入らせていただきます。

河川の再評価の報告がございます。米代川直轄河川改修事業、馬淵川直轄河川改修事業でご

ざいますが、一括してご説明をお願いいたします。

○川村河川調査官 河川部河川調査官の川村でございます。

資料３に基づきまして説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

資料３の１ページ目をお開きください。

本日ここにご報告する根拠を改めて整理させていただいております。今回の対象事業は米代

川と馬淵川直轄河川改修事業の再評価ということで、真ん中の欄にございますが、再評価実

施要領の中で、河川事業につきまして河川整備計画策定後、計画内容の点検のために学識経

験者等から構成される委員会等が設置される場合は、事業評価監視委員会に代えて当該委員
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会で審議を行うとあります。河川整備計画策定後に設置されている委員会での審議と事業評

価監視委員会での重複した審議というものを避けるためにこういう規定がございます。この

規定に基づきまして、一番右端でございますけれども、審議が行われた場合にはその結果を

事業評価監視委員会に報告するとなっております。それを根拠にここでご報告させていただ

くものでございます。

内容につきましては、２ページのＡ３横長の資料で説明させていただきます。

米代川直轄河川改修事業、馬淵川直轄河川改修事業、いずれも再評価後３年ということで今

回再評価をしたものでございます。ｄ欄、ｅ欄に評価あるいは再評価の視点とございますが、

ポイントといたしましては、米代川でございますと、ｄ欄の下線部を見ていただければと思

いますが、過去にも甚大な浸水被害が起きております。想定氾濫区域での世帯数は約９，２

００世帯、ＪＲ奥羽本線、秋田内陸線、国道７号、小学校、児童施設、こういったものへの

社会的影響も想定され、早期に浸水被害を軽減する必要があるというものでございます。

それから、馬淵川につきましても、過去甚大な浸水被害が発生しておりまして、こちらにつ

きましては、想定氾濫区域内世帯数約１５０世帯、そのほかに国道４５号、八戸臨海鉄道、

ＪＲ八戸線、八戸変電所への支障、こういった社会的な影響が想定されまして、早期に浸水

被害を軽減する必要があるということでございます。

Ｂ／Ｃにつきましては、ｃ欄の一番右に数字を載せておりますけれども、米代川が２．７、

馬淵川が１．５という結果でございます。

右側２番目のｇ欄に、学識経験者等から構成される委員会の審議結果と地方公共団体の意見

を記載しております。

まず、米代川につきましては、１０月９日に米代川水系河川整備学識者懇談会で審議いただ

きまして、事業の継続は妥当というご意見を頂戴しております。また、秋田県知事からは、

事業継続の対応方針に異存はありませんという旨のご意見を頂戴しております。

また、馬淵川につきましては、１０月１６日に馬淵川水系河川整備学識者懇談会を開催いた

しまして、事業の継続は妥当と判断するご意見を頂戴しています。また、青森県知事からは

事業の継続に異議はない旨ご意見を頂戴しておりまして、右から３番目のｆ欄にございます

が、いずれの事業も事業継続という対応方針（案）とさせていただきたいと思っております。

以上、ご報告させていただきます。

○平山委員長 ありがとうございます。２件の河川改修事業のご報告、事業継続という対応方針

を得たという報告がございましたけれども、何かご質問はございませんでしょうか。
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○大久保委員 再評価のときに、社会情勢が変化するというのはわかるんです。あと、水文のデ

ータの変化というのは、それはどう理解したらよろしいんでしょうか。

○川村河川調査官 水文、高水と渇水と両方 新のデータは点検しておりまして、高水であれば

河川整備計画で目標としている流量を超えるのがあったか、なかったかというのは点検して

おりますし、渇水も過去の状況と比べて大きな変化がないかというのは点検をしてございま

す。

○大久保委員 チェックして （ はい」の声あり）それは変わる可能性もあるわけですね。。「

○川村河川調査官 否定はできませんので、それは必ず再評価のときには確認するとしておりま

す。

○大久保委員 どうもありがとうございます。

○平山委員長 井上先生。

○井上委員 コメントといいますか、感想ですけれども、国土交通省、環境のほうにもというこ

とで入ってきています。それ以降、私ら環境系が入っているわけですけれども、例えば二ツ

井あたりにその前すごい堤防をつくって本当に町を守っているんですけれども、それでも何

回もあちこちで起きるんですね。そういう意味では、データはどっかに出てくると思うんで

すけれども、さまざまな洪水があります、短期間に。そういう意味では、この継続というの

は地元としてはいいんじゃないかなと。ただし、やっぱり本当に環境というのを考えながら

やっている事業というふうに。

○平山委員長 ありがとうございます。何か事務局からコメントいただきますか、井上先生。何

かございますか。別によろしいですか （ はい」の声あり）よく環境に注意しながら事業を。「

進めているというコメントだったと思いますので、よろしいかと思います。

○井上委員 とにかく何か事業の度に、私ら現場に飛ぶ鳥類と動物、それと植物はやっぱり現場

へずっと行っております。

○平山委員長 今のところ何も変わったことはないということですか。

○井上委員 あれだけやっているのに、なぜこんなに洪水が起きるのかという。

○平山委員長 なるほど。逆ですね （ はい」の声あり）治水事業の必要性についてもお触れ。「

になりましたけれども、環境に注意しながら事業を進めてくれというお話だったということ

でございます。

ほかに何かご意見、ご質問ございませんでしょうか （ なし」の声あり）。「

それでは、ご質問がないようでございますので、報告事項２件、了承ということにして、次
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に進めさせていただきます。

５．ダム事業の検証に係る検討状況

・成瀬ダム建設事業

・鳴瀬川総合開発事業

・鳥海ダム建設事業

○平山委員長 ５番目は、ダム事業の検証に係る検討状況というタイトルがついていますが、ダ

ムの検証につきましては、当地整管内で３つのダムが対象になりまして現在検証作業を進め

ておりますが、今後この委員会で審議を行うという案件が出てくると聞いております。

検証の作業内容というのは非常に多岐にわたりますので、これまでの検討の経緯、それから

地元の状況等を事前に説明していただきまして、その後に本審議といいますか、正式の場で

審議を行いたいということを考えております。昨年１１月の委員会でしたか、機会を設けて

いただくことをお願いしていたところでございます。

今回整備局の手配によりまして、１つは現地調査、先ほど局長のお話にもありましたけれど

も、今年の５月と９月に実施させていただきまして、何人かの委員の参加を得まして、結局

去年と合わせて３つのダムとも見させてもらったところでございます。本当にありがとうご

ざいました。

本日は、事前説明の機会として時間を設けていただいたわけでございますが、本日は審議結

果を出すものではございません。ダム検証の経緯や検討の流れについての説明であることで

ございまして、時間も限られておりますので、委員から質問がございました場合には、即答

できるものはすぐお答えいただきたいと思いますし、回答に時間を要するようなものがあれ

ば、本審議の際にきちんと回答していただいて判断するということにさせていただきたいと

思いますので、委員の皆様にもその旨ご理解をお願いしたいと思います。

それでは、３つのダムの説明に入りますが、結構時間を要すると思われますので、各ダムご

とに時間を区切って簡潔に説明をお願いしたいと思います。それぞれのダムを説明いただい

た後に、それぞれ質問等をいただきまして、 後にまとめてまた質問の機会をつくりたいと

思いますので、そのように進めさせていただきたいと思います。

それでは、まず３つのダムに入る前に検証作業の全体概要につきまして説明をお願いしたい

と思います。

○岩﨑水災害予報企画官 説明させていただきます。河川部の岩﨑と申します。よろしくお願い
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いたします。

資料のほうは、お手元にあります資料の４以降にあります、４と言いましても中は枝番をつ

けてございます。資料の４－１から４－２、４－３、４－４、４－５まで用意させていただ

いております。資料４－１の表に説明内容という紙をつけさせていただいております。本日

ご説明する内容は、今委員長からもお話いただきましたけれども、少しまとめさせていただ

いたものに、簡単に触れてから説明に入りたいと思います。

本日ご説明する内容は、大きく分けて４つということで考えております。一つ目がダム検証

の概要ということで３つのダムの共通の部分、経緯とか進め方というところをご説明させて

いただきます。

以降が個別のダムの概要ということで、３つ対象ダムがございまして、成瀬ダム、鳴瀬川総

合開発事業、鳥海ダムの建設事業ということで３つございます。それぞれの流域の概要、ダ

ム事業の概要とか目的、現在までのダム検証に係る検討の内容ということで、途中段階まで

進んでおりますのでそちらのほうの内容を簡単にご紹介させていただきます。さらには、関

係地方公共団体等から意見をいただいている部分、検討の場というもので議論を進めている

中でご意見をいただいておりますのでそのご説明ということで、今日はこういう形で少し説

明をさせていただければと思ってございます。

それでは、資料４－１のほうに移らせていただきます。

ダム事業に係る経緯等ということで、おめくりいただきますと、１ページ目に経緯について

まとめさせていただいております。上から平成２１年１０月にダム事業の進め方に関する国

土交通大臣のコメントというところからスタートしてございます。国及び水資源機構が実施

しているダムは新たな段階に入らないということで、今後再検討していくということが表明

されております。

、 、同じ年の１２月に 今後できるだけダムに頼らない治水への政策転換を進めるということで

有識者会議が設置されております。外部の第三者を入れた会議というのが、国土交通本省で

設置をされてございます。

同じ月の年末になりますが１２月２５日に、全国としては赤字で書いてあります３１ダム、

東北地方整備局としては青字の成瀬ダム、鳥海ダム、鳴瀬川総合開発という３ダムにつきま

して検証対象ダムに区分をされたということになってございます。

考え方として、右上に概念図を書いてございます。それぞれ各ダムの建設に当たっての各段

階、左から調査、用地等々で 後本体工事ということで段階を踏んでいくわけでございます
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が、鳥海ダムと鳴瀬川総合開発につきましては、調査・地元説明段階であるので、次の段階

には進まないと。成瀬ダムにつきましては、転流工段階ということで次の本体工事には進ま

ないということで、それぞれその段階で検証を進めるということで位置づけられたところで

ございます。

また本文のほうに戻っていただきまして、下から二つ目、平成２２年９月に先ほど本省に設

置されたと申し上げました有識者会議において、今後の個別ダムの検証の進め方等について

有識者会議での意見が取りまとめられたところでございます。

その次の日付で、国土交通大臣より各地方整備局長宛てに各ダムの検証を進めるよう指示が

ございました。さらには、同日付でその進め方の運用等についても示されたという経緯でダ

ム検証の検討が進んでいるということでございます。

なお、今ご紹介をいたしました大臣コメントや、国土交通大臣からの指示につきましては、

参考資料として資料４－５という資料をつけてございますので必要に応じてご覧いただけれ

ばと思います。

おめくりをいただきまして、２ページ目から３ページ目にかけまして、先ほど触れました本

省の有識者会議における中間とりまとめからの抜粋を持ってきております。２ページ目の右

側、取りまとめに当たっての「はじめに」の部分に、若干検討の着手した経緯等が触れてあ

りますのでご紹介をさせていただきたいと思います。

赤枠で囲ってあります。我が国は、現在、人口減少、少子高齢化、莫大な財政赤字という、

３つの大きな不安要因に直面しており、このような我が国の現状を踏まえれば、税金の使い

道を大きく変えていかなければならないという認識のもと 「できるだけダムにたよらない治、

水」への政策転換を進めるという考え方に基づいて今後の治水対策において検討を行うとな

ってございまして、それらについて考え方を整理したということでございます。

３ページ目に移っていただきまして、線で囲んである２と書いてあるページになりますが、

その続きとしまして 後のところ、赤枠のところでございますが、今後この「中間とりまと

め」に示した共通的な考え方に従って、個別の事業が点検されるということが進められて、

さらに 後、コストが低い治水対策等が見出されることを強く求めるという考え方でダム検

証は進められているという整理になっております。

そういった考え方に基づいて検証を具体的に進めているわけでございますが、４ページ目を

ご覧ください。流れを簡単にですが検討フローで示させていただいております。

まず、個別ダム検証に係る検討という水色囲いのところが整備局として検討を進める部分に
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なってございます。頭からいきますと、流域の概要・治水対策等の状況ということで、現状

について把握、そして、複数の治水・利水対策案の立案ということでございます。ここでポ

イントとなるのは、目的別にこの検証をまず進めるということになってございますので、治

水であったり利水、利水についてもかんがい事業や水道事業と、まずは、目的ごとに複数の

ダムによらない対策案というのを検討するということになってございます。

それら複数の対策案を検討した後、上から三つ目になります概略評価によるそれぞれの抽出

ということになってございます。これらにつきましては、複数、幅広い、数が多い場合には

少し詳細に今後検討、評価していくものについては絞り込む、抽出をするという考え方で整

理をしております。

この段階で、左側の紫の三つ目のところですが、利水対策案等を利水参画者等に提示、意見

聴取ということで、この概略評価をした時点で利水に関する関係者の方々から意見を聞くと

いう手続が必要になってございます。

また、右のオレンジのところにパブリックコメントと書いてございます。特段いつというこ

とはないんですが、主要な段階でパブリックコメントで一般の方々の意見を聞くということ

も定められております。東北地方整備局としては、この概略評価をした時点が主要な段階で

あろうということで、パブリックコメントを行っております。

その後、抽出されたものにつきまして評価軸ごとの評価ということになってございまして、

目的別に評価すべき視点というものを定められておりますので、そちらについて評価をして

いくということで、各目的別に評価が出そろえば、その下の総合的な評価ということで、総

合的にダムによらない対策案ということで、どういったものが一番有利かというものを提示

をしていくということです。

その後、対応方針（素案）となってございますが、これは報告書という形でそれまでの検討

経緯をまとめたものの中に対応方針が位置づけられるわけでございますが、この報告書を作

成しまして、右のオレンジのところ、矢印が横から来ていますが、上から学識経験を有する

者、関係住民、さらには関係地方公共団体の長と関係利水者に改めて意見を聞くという手続

が踏まれます。

それらを踏まえまして、原案という形で作成をさせていただきまして、ここでまた右のオレ

ンジのところでございますが、対応方針（原案）を作成した後、この事業評価監視委員会に

お諮りをしてご意見をいただくという手続になってございます。

その意見を踏まえまして、対応方針（案）を決定いたしまして、本省へ提出及び 終的に大
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臣の決定がなされていくというフローになってございます。

本日ご説明するところといたしましては、３ダムとも共通で現在検討が終わっているという

ところで、上から三つ目の概略評価による治水・利水対策案等の抽出というところまで本日

はご説明をしたいと考えてございます。

そして、右の５ページをご覧いただきますと、ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実

施要領細目を記載させていただいております。これは、先ほど申し上げました平成２２年９

月に大臣から検討指示があったのと同日付で運用が示されてございます。そちらに基づいて

進めることになってございます。こちらのほうで事業評価監視委員会の位置づけが記載され

ておりますので、ご紹介をさせていただきたいと思います。

まず、目的のところ第１、赤枠のところでございます。本細目は、国土交通省所管公共事業

再評価実施要領に基づき、平成２２年９月から臨時的かつ一斉に行うダム事業の再評価を実

施するための運用を定めるということでございまして、再評価を実施する枠組みの中で臨時

的に行うダム事業の再評価であるということで、再評価の枠組みの中の細かい運用だという

ことが定められてございます。

隣のページに移りまして （３）対応方針（案）等の決定というところが枠囲みになってご、

ざいます。本細目に定める検討を行った結果、検討主体は、検証の対象となるダム事業の対

応方針、継続であったり中止という方針の原案を作成し、事業評価監視委員会の意見を聞い

て対応方針（案）を決定するということになってございます。先ほどの説明のとおり、対応

方針の原案についてご意見をいただくということで、この委員会でお願いをしたいというと

ころになってございます。

経緯等について以上でございます。

。 。○平山委員長 ありがとうございました ダム検証の全体概要につきまして説明がございました

我々の委員会の役割は、いわゆる我々が従来やってきた再評価の一つの作業に担当するとい

うことでございます。何かご質問等ございませんでしょうか。

これから具体的なところに入っていったほうがあるいは質問もしやすいのかなと思いますの

で、次の成瀬ダムについて説明をいただきまして、その後でまた前に戻ってご質問というこ

とでもいいと思いますので、そのように進めさせていただきます。

個別ダムの説明をお願いしたいと思います。 初に秋田県雄物川に計画されております成瀬

ダムについてお願いをいたします。

○岩﨑水災害予報企画官 それでは、引き続きご説明させていただきます。
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資料４－２をご覧ください。

成瀬ダム事業についてご説明をさせていただきます。１ページ目でございます。先ほどの全

体経緯の中の検討フローの中に、具体的に少し検討経緯を書き込んだものになってございま

す。まずは上から二つ目、複数の治水・利水対策案等の立案というところに、具体的に立案

の数を書いてございます。治水であれば２８案、かんがい等であれば１８案とか１９案とい

ったダムによらない複数の対策案を考えてございます。

さらに、概略評価による抽出ということで７案から４案に絞り込んで、それらについて評価

軸ごとの評価等を実施をしていくという流れになってございます。

成瀬ダムにつきましては、少しほかの２ダムより先行してございまして、その後の評価軸ご

との評価、総合的な評価につきましても検討はしておりまして、第４回の検討の場というと

ころがございますが、９月２１日にお示しをしているというところになってございますが、

本日は３つのダム、同じ中身というところでご説明をしたいと思ってございますので、本日

は概略評価による抽出というところまでのご説明とさせていただきたいと思っています。こ

ちらにつきましては、平成２２年１０月から１１月にパブリックコメントということも実施、

進んでいるというものになってございます。

おめくりいただき、２ページ目をご覧ください。

まず、流域の概要をご説明させていただきます。２ページ目の左上に流域の概要ということ

で、こちら雄物川水系に設置をされるダムになってございまして、下流部に秋田県都秋田市

及び中流部に県南の中核都市である大仙市を抱える、秋田県としては多くの人口及び資産が

集積をしている流域になっているという点、もう一つ、一番下の四角でございますが、米の

収穫量で秋田県は全国第３位を誇って、うち約５割が雄物川流域で収穫をされるという穀倉

地帯になっているというところでございます。

そして、右に図面がございますが、左上、北西になりますが、河口と書いてあるところから

河川が始まっておりまして、少し上流に行きますと椿川という基準地点、さらに上流になり

ますとそれぞれ地点がございますが、右下南西になりますが、成瀬ダムということで上流部

に設置されるようなダムになってございます。さらに、ちょっとその上に行きますと岩崎橋

地点とございますが、こちらが正常流量の基準点というところで、こういった配置になって

いるというダムになってございます。

３ページは、主要な市の人口であるとか土地利用等を紹介したページになってございます。

そして、４ページ目をご覧いただきますと、成瀬ダム事業の概要でございます。左に色分け
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でカラフルなところがありますが、目的を５つ丸で示させてございます。①として洪水調節、

治水でございます。②が流水の正常な機能の維持、正常流量でございます。③と④が新規の

利水でございまして、それぞれ③がかんがい事業、右の図でご覧いただきますと、地図の真

ん中よりちょっと下ぐらいに緑で着色した箇所、こちらがかんがいの補給区域ということに

なってございます。④が水道、これも新規利水の容量でございますが、これも地図でご覧を

いただきますと、何も塗っていない赤の線で囲ってある地域があるかと思います。北のほう

の下流からまず大仙市になってございまして、上流に行きまして緑で着色したところに重複

している部分が横手市、さらにその南にありますのが湯沢市で、この３市について新規水道

として目的になっているということになってございます。⑤発電とありますが、こちらは従

属発電といって通常の放流から発電をするというもので、発電用の容量は確保はしてござい

ませんが、目的としては発電ものっているということでございます。

そういった中から、このダム検証につきましては、先ほど説明したように目的別というとこ

ろでございますので、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい、水道とそれぞれ４つ

の目的で検証を進めるということになってございます。

５ページ目に移っていただきまして、経緯を説明をしてございます。昭和５８年に実施計画

調査を始めまして、平成９年に建設事業に着手してございます。平成１３年に工事に着手、

平成２０年１月に雄物川水系河川整備基本方針が策定されてございます。平成２４年９月に

は、先ほど候補地の段階でご説明した転流工について完成をしているという段階でございま

す。ここで記載されておりませんのが整備計画について、現在、雄物川水系については未策

定という状況になっている水系になってございます。

おめくりいただきまして、６ページをご覧いただければと思います。

ダム検証で複数の対策案を立案をするときに、何を目標として立案をするかということにつ

いてまとめてございます。治水対策案、新規利水、それぞれで目的を定めてそれを満足する

対策案を検討するという流れになっておりまして、まず治水対策案につきましては、河川整

備計画相当案において想定している目標と同程度の目標を達成するということでございます。

※印、一番下に書いてございます。ご覧いただきますと、雄物川水系につきましては、先ほ

ど申し上げたとおり、整備計画が策定されていないということになってございますが、平成

２１年６月に雄物川の整備計画を検討するために学識者懇談会で検討を進めていただいてお

りまして、その中で計画になる 終的に意見を聞く段階の素案というものを策定してござい

ましたので、そちらをこのダム検証では整備計画に相当する計画と位置づけてそれの目標と
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して検討を進めているというところでございます。

m /s上の黄色枠に戻っていただきまして それが目標ということで 椿川地点で７ １００ 3、 、 ，

ということになってございます。

２段目、利水対策案につきましては、利水参画者に対して開発量を確認の上、その量を確保

することを基本として立案ということになってございますので、２つの目的、かんがい、水

道それぞれで、かんがいにつきましては東北農政局に確認をした量、水道につきましては３

市、横手、湯沢、大仙市に確認した量ということで、こちらの必要量を確保するということ

を目的としてございます。

なお、湯沢市に関しましては、今回ダム検証の中で必要量の確認をしたところ、当初の計画

よりも下方修正した数字、見直した数字でお答えをいただいております。この背景には、当

初予定していた企業の撤退であるとか経営の減少などで必要な水道の量が減ったということ

でご回答いただいているところでございます。

一番下、流水の正常な機能の維持につきましても、整備計画相当案ということで、岩崎橋地

点で２．８ 3 の水量を確保するということで検討を進めることになっているということでm /s

す。

７ページに移っていただきまして、その目標に対してどういった対策案を検討していくかと

いう、考えられる方策というのも概ねルールとして決まってございまして、大きく分けて河

川を中心とした対策と流域を中心とした対策に大きく性格としては分けられるということで

ございます。

それぞれの概要でございますが、１）以降、２）のダムの有効活用というのは既設のものに

なります。既設のダムの再開発、かさ上げをしたり掘削をしたりということなどについて検

討できないかということ、３ 、４）は新たな施設ということで遊水地であったり放水路、河）

川を海にショートカットするようなものですね、そういったものを考えられないかと。５ 、）

６ 、７）につきましては、河道改修と言われるもので、河道の面積を広げて流すというもの）

、 、 、 、 、 ）、で 掘削 引堤 さらには堤防のかさ上げというもの ８番として河道内の樹木の伐採 ９

１０ 、１１）につきましては、堤防の機能アップみたいなものでございまして、決壊しない）

堤防とか決壊しづらい堤防等です。１２）が排水機場ということで、内水と河川の排水機場

になってございます。

右に移りまして、流域を中心とした対策でございます。１３ 、１４）が雨水貯留施設とか）

浸透施設ということで、河川に流さずに雨水を少し一時的に貯留する施設をつくれないかと
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いうこと、あと１５ 、１６）が遊水機能を有する土地の保全とか部分的に低い堤防の存置と）

いうことで、既に遊水されるような箇所につきまして現状のまま保全しておくという案、１

つ飛びまして１８ 、１９ 、さらに２１ 、２２）というところになりますが、今申し上げた） ） ）

。 、 ）、 ） 、 、 ）、２つの案は遊水させるという案になります 一方で １８ １９ の輪中堤 二線堤 ２１

２２）の宅地のかさ上げ及び土地利用規制等で宅地は守っていこうという考え方で、そちら

は組み合せてつくられていく案として提示されているということでございます。１７番は霞

堤の存置、２０）が樹林帯を設置する案でございます。２３ 、２４）は水田、森林等、自然）

の水を保有するという機能を保全すべきだという案、２５ 、２６）はソフト対策になります）

が、洪水の予測、情報の提供等、さらには水害保険というものがあります。

こういった方策が示されてございますが、例えば９ 、１０ 、１１）のような決壊しない） ）

堤防をつくっても、ダムで確保しようとしている流量などを確保できないという点からは、

なかなか今回の成瀬ダムの検証を進める中では対策案としてはなり得ないであるとか、あと

は２５ 、２６）のソフト対策などもダムの必要容量、目的を達成するためにはなかなかこれ）

だけでは必要量、カット量を確保できないということもございますので、この中で今後検討

するものというのを少し選抜をさせていただいて、次のページ以降で組み合せているという

ことになってございます。

、 、 、８ページに移っていただきまして 今申し上げました方策について 単独で対応できるもの

さらには組み合せるものがございますので、組合せの考え方というものをここでは説明して

います。今申し上げました下の（１ （２）でそれぞれ河川を中心とした方策の組み合わせ）、

を複数考える、流域を中心とした方策も複数考える、さらには（３）では河川と流域それぞ

れの方策をさらに組み合せるということで複数の対策案を考えてございます。その際には、

（１）と（２）で優位なものから組み合せると。全ての案でなくて優位なものを組み合わせ

るという考え方で検討してございます。

９ページに移っていただきまして、そこで複数の対策案を考えたときに、今後詳細に検討す

るときには、概略評価によって抽出するということを検討するということになってございま

す。点線の中のところをご覧いただきます。概略評価で抽出をするときの考え方が２つ示さ

れております。

一つ目が、１つ以上の評価軸に対して明らかに不適当と考えられる結果については除くとい

うことで、３つの評価軸が示されてございまして、イ 、ロ 、ハ）とございます。イ）とし） ）

て制度上、技術上の観点から極めて実現性が低いというもの、ロ）として治水上の効果が極
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めて小さいもの、そしてハ）としてコストが極めて高いというもの、こういったものに該当

すると判断されるものについては、概略評価の段階で落とすということ。

２）に書いてございます、同類の治水対策案がある場合には、その中で比較し も妥当と考

えられるものを抽出するということで、例えば遊水地の適地が多くあって複数の案が考えら

れる場合には、 も妥当とするものを１つ選ぶということでございます。そのときの考え方

としましては、効果が同じであればコスト等について定量的な検討をして比較をせよという

ことになってございます。

今の組み合わせと概略評価の考え方に基づきまして検討したものが、次の１０ページに示さ

せていただいてございます。一覧表にしているので少し補足させていただきますが、まず縦

軸が考えた対策案の組み合わせになってございます。横軸のところに、今先ほどご説明した

方策が並べてあるということで、縦に並んでいる数字を横に見ていくと、対策として考えら

れた組み合わせがわかるというような表になっております。一番上が整備計画相当案という

ことで、成瀬ダムを設置をして残りプラスで整備計画で定められている築堤河道改修をして

いくというのが現在の案ということになっています。

それに対する対策案として考えられるのが、大きく青枠で（１ （２ （３）とございま）、 ）、

す （１）の青枠をご覧いただきますと、少し広めにとってありますが、こちらにつきまして。

は、今申し上げた河道中心の対策ということで複数考えてございます （２）が流域 （３）。 、

が河道と流域を組み合わせたものというカテゴリーになってございます （１）の河道の中で。

も複数の対策を考えておりまして、順番に申し上げると、まず①というところをご覧いただ

きますと、河道改修による治水対策ということで、複数示されています河道の掘削、引堤、

堤防のかさ上げの３案について比較の実施をしてございます。赤で少しハッチをかけさせて

いただいていますのが、河道の掘削となってございます。先ほどの概略評価の考え方に基づ

きまして、コストが同類の中では一番優位であるということでこの河道の掘削を選択してご

ざいます。

その他の案につきましても、ある施設とか対策をしたとしても、全て整備計画の必要な目標

に対して達成できないという部分がございます。そこの部分は河道掘削で全て目的を達成す

るために調整をするということで、全ての案で組み合わさっているというふうにご覧をいた

だければと思います。

左上の②をご覧いただきますと、次にダムの有効活用ということで、既設のダムの有効活用

案ということでここでは３案比較検討してございます。２－３と書いてある一番下になりま
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すが、ダムの有効活用の玉川ダムの容量活用というものが一番有利であるということで、そ

ちらが選択をされております。

③をご覧いただきますと、こちらも赤の点線で枠囲みがございますが、③の囲みをご覧いた

だきますと、こちらは新たな施設ということで遊水地３案、放水路３案、複数検討してござ

います。こちらにつきましては、一番上の強首地区というところに遊水地を設置をするとい

う案が一番コスト等で有利だということで選択をされているというものでございます。

、 、 、そして ④に移りますと さらにそれらを複数組み合わせた案を考えてみようということで

②で優位だった玉川ダムの有効活用、さらには③で優位だった遊水地案を組み合せていると

いうことになってございます。

（２）をご覧いただきますと、こちらも複数案、遊水機能を有する土地と部分的に低い堤防

の存置と輪中堤、二線堤を組み合わせた形、一方で宅地かさ上げ、ピロティなどを組み合わ

せたもの、もう一つ１１番として雨水貯留施設等で考えたものというものがございます。こ

の中では、一番上の案の９番、一番右では⑥と書いてありますが、これが優位であるという

ところで判断をし抽出をさせていただいておりまして、一番下（３）の青囲みの中をご覧い

ただきますと、今までの検討で抽出されたものを複数組み合わせて、また河道と流域で組み

合せた案ということで設定をしてございます。

なお、ダムによらないという観点から、流域を中心とした方策というのは複数考えてみよう

という考え方に基づきまして、雨水貯留施設等は（２）では選ばれていないのですが、さら

にこちらのほうへ改めて河道と組み合せた場合どうなるかというのは検討させていただいて

ございます。

成瀬ダムにつきましては、今こういった形で全部で２２案検討してございまして、こちらで

パブリックコメントを実施した結果、下のほうをご覧いただきますと、この概略評価の結果

等についてパブリックコメントをしたところ、下にございますように他にこういう案も考え

られるんじゃないかというご提案をいただいております。ご紹介しますと、２－４、８－２、

１３－２という数字のところがございます。上で②のカテゴリーの中で玉川ダムの有効活用

案というのが有利だということがございましたが、それだけではなくて予備放流、玉川ダム

等の既設ダムにつきましては、予備放流ということで利水容量を事前に放流することによっ

て治水容量を確保できるんじゃないかというご提案があったということで、それを組み合わ

せてみた案を検討したところ、そちらが確かに効果が少し出るのではないかということで追

加をさせていただいている案と、あとは３－２、３－３、３－４というところで河道の掘削
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ということで少し蛇行している部分を真っすぐにするといいんではないかという案もござい

ましたので、そういったことも複数検討した結果、先ほどの予備放流をしたものは効果があ

るということで抽出をさせていただいておりまして、合計２８案考えて赤で着色をさせてい

ただいております７案について抽出をさせていただいているというところになってございま

す。

次のページからが、抽出をされた対策案についての概要を示させていただいております。１

１ページが成瀬ダム案でございます。次のページ以降、１３ページの河道掘削案と比較をし

ていただきますと、真ん中の枠囲みのところで、諸元や河道改修というところで事業量を書

いているところがございますが、当然１３ページのほうには成瀬ダムの新設はなくなってお

りますが、一方で河道改修の掘削量が、倍までいかないですけれどもかなり多くなっている

とか、残土処理、用地買収等も当然河道改修に伴って増えていくということで、ダムをつく

らないかわりにそういったところでの事業量が増えていくというものが記載されてございま

す。

複数の対策案を検討してございますが、こういったものを参考にご覧をいただければと思っ

てございます。

そして、１８ページをご覧いただきますと、利水対策の方策となってございます。こちらも

利水でダムによらない案ということで、複数検討すべきということで方策が示されてござい

ます。１）ダム、２）河口堰、３）が湖沼開発、４）が流況調整河川で、５ 、６ 、７）が） ）

河道外に施設をつくるということで河道外貯留施設、６）も既設のダムでの再開発、７）と

して他用途ダム容量の買い上げ、ほかのダムで治水で使っている分を買い上げて利水として

活用できないかという案、８ 、９ 、１０ 、１１ 、１２）が河道外のもので水系間導水、） ） ） ）

地下水取水、ため池をつくる、海水を淡水化する、水源林を保全するというもの、１３）以

降が需要と供給のバランスを検討してできないかという案でございまして、ダム使用権等の

振り替え、既得水利の合理化・転用、あとは渇水調整の強化、節水対策、雨水・中水利用と

いうソフト対策についても検討、方策として上げられているということでございます。

なお、利水にあわせまして、流水の正常な機能の維持につきましても同様の方策で検討する

ことになってございます。

１９ページが方策の組み合わせの考え方を示させていただいているものでございます。今上

げた方策につきまして、 大開発規模というのを考えます。例えば、ダムのかさ上げだった

らどのくらいの容量を確保できるか、貯水池だったらどのぐらいの数が設置できるかという
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のを概略で検討してございます。それを踏まえまして、各方策、下のフローに３つ分かれて

いますが、左から単独方策で十分まかなえるもの、あとは１つでは目的量をまかなえないの

で複数を組み合わせるものというものでございます。複数を組み合わせる場合には、安価な

もので組み合せるということで、開発単価で安価なものを算出してそれらを優先的に組み合

わせるという形で組み合せを考えてございます。

２０ページに移っていきまして、こちらも概略評価の考え方でございます。こちらも治水と

同様でございます。真ん中にあるのが１つは除くということで、イ 、ロ 、ハ）でございま） ）

すが、実現性、利水上の効果、コストで高いものについては除く、さらには同類のものから

比較して優位なものがあればそれを抽出するという、治水と同じ考え方で選択をしてござい

ます。

２１ページがそちらを組み合わせた結果で、１８ケース検討してございます。上から７まで

は単独の対策案でまかなえるものということで、１つの案で全て目的の量を確保できる案と

いうことで組み合せなしということ、８以降が１つの案では組み合せられないということで

複数組み合わせているもの。考え方といたしまして、左から現計画の成瀬ダム設置案、さら

には利水専用等、さらにちょっと飛んで、中流部堰につきましては、左から３番目になりま

すと組み合わせが必要ということでほかの案と組み合わせているということで、一つ一つつ

ぶしていった結果、こういった考え方で組み合せたできるのではないかということで全ての

対策案について検討してございます。１８案の中から４ケース選択をしているというものに

なってございます。こちらにつきましても概略評価の中でコストでというようなものについ

て選択する、より優位なもの抽出ということになってございましたので、それらで検討して

この４案について抽出をさせていただいております。

２２ページ以降が、それらについての考え方をお示ししたものでございます。

２５ページをご覧いただきますと、地下水取水案などございます。かなり新規かんがいでは

水量が必要になるということから、右上をご覧いただきますと、井戸が大体２，０００台ぐ

らい必要になってくるということで、コスト等を算出しているところでございます。

そして、２６ページが水道になります。考え方等は、今申し上げたかんがいと同様でござい

ますので、省略させていただきます。特徴的なところでご説明をいたしますと、３１ページ

をご覧いただければと思います。先ほど水道の対象とする地域が３市にわたるということご

ざいます。右下の図の青で着色しているところをご覧いただけるかと思いますが、下流部、

左上にあるのが大仙市、右下に固まっているのが横手市と湯沢市でございますが、その真ん
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中に玉川が合流しているということで、ほかのかんがい等の１カ所に補給をするという考え

方に比べて、２カ所の補給地点として考えられるということもあり、大仙市につきましては

玉川ダムの未利用分の水を使ってみるという案、上流につきましては３１ページでは地下水

取水に対応する案ということで、その地域によって対策を組み合わせるということが水道で

は可能になっているので、そういった案も検討してございます。

３３ページが流水の正常な機能の維持ということで、目的の四つ目になります。こちらにつ

きましては、必要量が大体かんがいと同規模であることから若干組み合わせにつきましては、

ちょっと変わっている部分もありますが、基本的な考え方や抽出された結果等につきまして

はかんがいと同様でございますので、省略をさせていただきたいと思います。

そして 後になりますが、３８ページ以降をご覧ください。

この検討を進めるに当たりましては、要所要所で関係地方公共団体の長、首長様方にお集ま

りをいただいた検討の場というのを開催してございます。そちらにご参加いただきまして、

各段階で意見をいただいているところでございます。そちらにつきましてのご意見を、ちょ

っと細かい字で恐縮ですが、まとめさせていただいていますので、少しポイントになるよう

なところをご紹介させていただきたいと思います。

、 、 、 、 、まず ３８ページの頭 秋田県の第１回のところ 二つ目のポツ ダムの機能は単純な治水

利水のみならず、ダムの水資源を活用し、地域戦略として新たな産業集積を図ることも考え

られるであるとか、秋田県の一番下、利水対策案に対する意見というところで、利水容量に

従属する発電については、ダム以外の対策案では必要な発電容量を確保できないのではない

かというご指摘をいただいております。

３９ページに移りまして、横手市のご意見でありますが、第１回のところの一番上、米づく

りを軸としたまちづくり、地域づくりが必要なことから、かんがい用水は今後も減らないの

ではないかというご意見がございます。あと、利水対策案に対する意見の一番下の枠の２個

目、当市の西部・南部地域は、地下水によって水源をまかなってきたが、近年地下水位の低

下による水量不足及び水質の悪化が出てきており、成瀬ダムの建設による長期な安定水源が

必要であるというご意見をいただいてございます。

４０ページをご覧いただきまして、湯沢市の第３回のところをご覧いただきます。先ほどご

説明したとおり、人口減少や企業の転出による検証の結果、利水量が少なくなったというご

意見をいただいてございます。

４１ページに大仙市のご意見がございます。一番上が、雄物川中流部の堤防整備率は非常に
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低く、治水安全度が低い状況にあるということでございます。

４２ページの一番下の枠の東成瀬村というのがダムサイトの市町村になります。こちらのご

意見としまして、第１回の２ポツ目のところで、上流部にはすばらしい自然があり、観光資

源があり、成瀬ダムが完成することで地域に大きな観光資源としての役割が期待されている

などのご意見をいただいているところでございます。その他さまざまなご意見、さらにはご

紹介し切れない市町村のご意見もございますが、そういったところが主なところのご意見と

していただいているところでございます。

長くなり恐縮ですが、成瀬ダムについてのご説明でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。成瀬ダムは 初のご説明でございましたので、少し詳

しく説明をしていただきました。すごい大量の材料をいただいたという感じがしてちょっと

びっくりですが、実際、このダムは雄物川の支川の成瀬川で建設が始まっていましたが、現

在川の切りかえの工事が終わり、新しい段階には入らずに止まっているところでございます。

そこで中断しているというダムでございます。いろいろご質問等あろうかと思いますので、

どうぞ遠慮なくご発言をいただきたいと思います。いかがですか。

かなり特徴的なところをお話いただいたんだと思いますが、対案の数が多くて、何と何を比

較したらいいのか、こんなに労力をかけないと決まらないのかとすら思うぐらいですね。そ

もそもこの成瀬ダムの話が出たというのは、どういうところに要望が一番多かったんでしょ

うか。４つの目的を上げられていましたけれども、それは同じウエートじゃないので、やは

りこのダムの特徴的なところがあるのではないかと思いますけれども。

○平野湯沢河川国道事務所長 事務所長の平野でございます。

それぞれの目的について非常に大事なものだと理解をしておりますが、特にやはり成瀬ダム

につきましては、昨年、雄物川、大きな出水がございました。洪水調節がやはり一番大きな

問題でございます。

あと、かんがいにつきましても、平鹿地区、非常に穀倉地帯を抱えておりますが、もう現在

既にかなりの地下水の取水をポンプでくみ上げております。こういったことから、かんがい

用水の不足というのが地域では非常に大きな問題になってございます。

もう一つ言いますと、当然そうやっている中でも今既に農業用水をとっておりますので、や

はり上流域では川の中の水量が非常に減っているという中で河川環境がかなり悪化している

ということで、そういう意味では流水の正常な機能の維持というのも重要だと思いますが、

言い出すと切りがございませんので、順番で言うと、当然全ての目的について重要だと思っ
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ておりますが、そういったところではないかと。

○平山委員長 ありがとうございました。金沢委員。

○金沢委員 一つだけご質問いたしますが、３８ページ、成瀬ダムのところです。検討の場にお

ける意見、市町村等からの意見ということで、同感すべきものが幾つかございました。その

中で２回目のところでやっぱり時間がかかるというのはうまくないなというご意見がありま

したし、それから第３回の検討の場というところでは、水力発電の可能性はあるのか、ない

のかというご意見が上がっております。やはり発電事業の実現性、採算性の再検討が必要で

はないかと。私も現地調査に行かせていただいたときに、これだけの規模の事業をやるに当

たって、やはり発電、今とても原子力発電問題等で、水力は余り量的には使いにはならない

と思うんですけれども、なるたけせっかくつくるダムであるならば水力発電の要素も入れて

おいたほうが、説得力がある。国の前に行ったときに説得力があるのではないかなと、そう

いうふうには感じておりました。今回のスキームの中に目的がやはり水力発電が入っていな

いので、ここをどうして入れなかったのかなというところをお聞きしたいです。

○平山委員長 すぐお答えできますか。

○岩﨑水災害予報企画官 はい。今ご指摘の成瀬ダムについての水力発電というところでござい

ますが、ちょっと私の説明が十分じゃなかったところがあろうかと思いますが、４ページ目

のほうをご覧いただきますと、成瀬ダムにつきましては、左下の黄色いところをご覧いただ

きますと、発電ということで、秋田県の企業局でございますが発電施設をつくって発電する

ということが現在計画されてございます。検証ダムの検討の中では従属発電ということで、

これ専用の容量を確保していないという観点から代替案等の検討はしてございませんが、成

瀬ダムとしては、今現在水力発電の計画があるという点、さらには、今後詳細な検討を進め

ていく中で、そういった発電事業者が乗っている場合にそういった影響はどうかというとこ

ろでの評価ということもしてございますので、そういったところで少し評価ができるのかな

と考えております。

○金沢委員 できればそういう方向性にいったほうがいいのではないかなと希望しております。

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに、どうぞ。ご意見いただきたいと思います。

○大久保委員 質問なんですけれども、 初の４－１の資料の２ページ目の「はじめに」のとこ

ろの赤の囲みの中、この中に「幅広い治水対策案の立案手法、新たな評価軸、総合的な評価

の考え方等」と書いてあるんですが、それは、かいつまんでいくと今の説明のどういうとこ

ろがそれに当たるんでしょうか。
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○岩﨑水災害予報企画官 今申し上げましたとおり、幅広い対策の立案というところが先ほどご

説明をした中にありますけれども、２６種類の治水対策案を示して、それをさまざまな流域

に適用できるかどうかという観点で組み合せて複数の対策案を考えているという点、さらに

総合的な評価軸等につきましては、今後の詳細な検討というところになったときにその評価

というのが出てくるんでございますが、今お配りしている参考資料の４－５の３１ページを

ご覧ください。

そちらの中段ぐらいですか、こちらに評価軸が７つ、治水対策では示されてございまして、

安全度であるとかコストであるとかそういった７つの評価軸についてこのダム及びそれにか

わる対策案ということに対して評価をしなさいということで定められてございますので、今

申し上げた新たな評価軸というところが、新たなというところに議論があるのかもしれませ

んけれども、こちらで示された７つの評価軸、今まではなかなか定量的等で検討しなかった

ものも含まれるのかと思いますが、そういったもので検討をするということになっているも

のと理解しております。

○大久保委員 わかったような、わからないような……。

○平山委員長 今日初めて資料をご覧になる方もおられるんだと思いますが、なかなか全体像が

つかめないという点もあろうかと思います。今後につきましても、なるべくわかりやすい、

本当にどこが課題になっているのか、特徴的なところを絞ってそこに重点的なわかりやすい

ご説明をいただければなと思います。委員会の前のワーキンググループがありますから、も

う少しポイントを抽出して、委員会の中ではきちんと説明するというような進め方もあろう

かと思いますので、そのあたりについては検討させていただきたいと思います。

何かお気づきのところございませんか。どうぞ、金沢委員。

○金沢委員 着手した事業については、やはりスピード感を持ってダムの目的を早期達成させな

ければ、休止、中止の間に経済効果に悪い影響を与えたり、環境が放置されたことによって

環境に非常に悪い影響を与えると。そういった懸念材料があるので、やはり今度こそ、国が

新しいシステムでダムの検証を行う必要性を強く感じます。

○平山委員長 いかがですか。河川部長。

○工藤河川部長 これは、事業のいろんな見直しという中で、ダム事業の検証といった枠組みを

つくってやっているものでございますので、これにつきましては、結論が出た段階ではそれ

に従ってこの事業を進めていきたいと我々は考えております。ただ、今ご意見がございまし

たように、いろんな事業というのはやはり時間軸というのは大切なものでございますから、
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これは私どもいろいろご批判をされるところではございますけれども、検証に関しまして、

これも極力早くやっていくということで今全力を挙げているところでございます。

○平山委員長 部長、この検証の中に時間軸で比較するというようなポイントはあるんでしょう

か。そこに出てくると思いますけれども。

ほかに。奥村先生。

○奥村委員 今の成瀬の資料の６のところに、対策案の立案の前に目標の値を設定されているん

ですね。ここで目標の容量を物理的に決めれば、あとそれに対して有効な策はこれだという

のはその通りで、具体的に考えても別の方策はないんだろうと思うんです。けれども、この

見直しの言っていることは 「ここの目標数値がこれでいいかどうかということをもう一度検、

討しろ」ということじゃないのかという感じがするんですけれども、そこはいいんですか。

要するに、６ページの対策案の中の開発量であるとか目標流量というものが、本当にこの数

値でいいんでしょうか。また、気になるのは、なぜここは河川整備計画が策定されずにこの

まま来ているのか。逆に言うと、今ここでこんな検討をする前に、河川整備計画を一生懸命

策定するのが先の仕事じゃないのかという感じがするんですけれども、そこはいかがでしょ

うか。

○平山委員長 今の点はどこまで詰めてあるんでしょうかね。どの段階で。

○岩﨑水災害予報企画官 まず、河川整備計画に基づいたら物理的に数字がありきでというとこ

ろにつきましては、先ほどの資料の４－５をまたご覧いただきまして、２０ページの実施細

目要領というもので４ページになりますが、１段落目の中段になります。検証対象ダムを含

む案は、河川整備計画が策定されている水系においては河川整備計画を基本とし、されてい

ない水系については相当案を設定するということでございます。複数の治水対策案は、河川

整備計画において想定している同程度の目標を達成することを基本として立案をするという

ふうに定められておりまして、先生のご指摘のとおり、そもそも流量について議論すべきと

いうご意見かと思いますが、ダム検証としての進め方といたしましては、整備計画に定めら

れた数字の中で対策案を検討していくというような中身になっているということをご理解を

いただければと思ってございます。

あと、整備計画を策定されていない経緯というところでございますが、先ほど申しましたよ

うに、平成２１年の６月時点で素案というものをお示しをさせていただいているところでご

ざいました。その後、まさにこのダム検証等の動きが始まったという経緯もございまして、

ダムというのが位置づけられた整備計画をそういう議論がある中で定めるというのも議論が
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あると判断をいたしまして、ダム検証でダムなのか、そうじゃないのかというものの方向が

示されれば、速やかに整備計画についても作成をするということで、当時から少し検討、間

があいているということと理解しております。

○平山委員長 よろしいですか （ はい」の声あり）。「

ほかにございましたら、お願いしたいと思いますが。林山委員、ありませんですか。堀井委

員、ございませんですか。よろしいですか。井上先生、よろしいですか。

○井上委員 発電が、結局これからやるわけですね、発電についての、発電をするという方向で

考えているということですよね。先ほどの金沢委員の質問に対して。

、 。○岩﨑水災害予報企画官 では 事務局のほうからお答えさせていただいてよろしいでしょうか

発電につきましては、計画としてはあるということが前提で進めてございます。ただ、当然

ダム以外の対策案になりますと、発電ができない部分も出てくるかと思いますので、そうい

ったところは今後検討する評価軸の中で、発電が参画している場合については、ほかの案に

なった場合にどういう影響があるかということで評価をしていくということにしてございま

す。

○平山委員長 よろしいですか （ はい」の声あり）。「

、 。 、それでは 私から１つだけ 農水関係のかんがいの施設の事業がかなりダムありきで進んで

暫定水利権ということの扱いになっているようですけれども、もしダムができない場合には、

それはどういう扱いになるんですか。

○岩﨑水災害予報企画官 当然必要な水量を確保するということで考えてございますので、そち

らを活用した案とか、あとは全く使えない案が出てくるとすれば、それはそういったものが

今まで負担していたものが過度な負担になってしまうということで評価をするということに

なります。

○平山委員長 ありがとうございました。ほかに何かございませんですか。

それでは、今日は本審議に先立って事前の説明でございますので、資料はまた持ち帰ってよ

くご覧になっていただきたいと思いますが、もう２つのダムの概略の事前説明をしていただ

きたいと思いますので、進めさせていただきます。

次のダムは、宮城県の鳴瀬川に計画されております鳴瀬川総合開発事業でございます。

○岩﨑水災害予報企画官 それでは、引き続き説明させていただきます。資料の４－３をご覧く

ださい。

宮城県に位置する鳴瀬川総合開発事業です。進め方等は重複する部分がございますので、そ
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ういったところは少しポイントを絞ってご説明をさせていただければと思います。

１ページ目をご覧いただきますと、先ほどのフローでございます。先ほどと同じでございま

すが、成瀬ダムと異なる点につきましては、こちらは現在第３回の検討の場、地方公共団体

の首長の集まりは３回までとなってございますので、そこまでの記述、概略評価による治水

・利水対策案等の抽出のところまでの記載、ここまで実施をしているという段階になってい

るとご理解をいただければと思います。今後、その下、評価軸ごとの評価等について進めて

いくという段階にございます。

２ページ目でございます。鳴瀬川流域の概要でございます。３ページの図面もあわせてご覧

をいただければと思いますが、鳴瀬川は宮城県中央部の太平洋側に位置しまして、中流部に

１３．８万人の人口を持つ大崎市であるとか、河口部に東松島市などを抱える１級河川にな

ってございます。

左上の概要の２ポツ目のところで、山地は流域の７割を占めていて３割が平地、この平地の

うち約７割が耕作地として利用されており、こちらも我が国有数の穀倉地帯という位置づけ

になってございます。

２ページ目の下に図面、流域図が載ってございます。右下が南東になりますが、こちらが河

口部、石巻湾等でございますが、こちらから上流に進んでいきまして、中流部ほどに赤字で

鳴瀬川中流堰下流、これが利水の基準点になってございまして、少しまた上流に行きますと

三本木ということで、こちらが治水の基準点になってございます。

さらに西のほうに目を移していただきまして、上流側赤字で２つのダムの記載があると思い

ます。上が田川ダム（国）でございまして、筒砂子ダム（県）でございます。こちらにつき

ましては、鳴瀬川総合開発事業といたしましては北側にあります田川ダムが事業のダムにな

ってございます。下は県のダムでございますが、こちらにつきましては、ご覧のとおり同じ

水系に位置する、さらには基準点等も同じということで、個別に検証を進めるというよりも

一緒に検証を進めるほうが効率的だろうということから、検討の中身としましては、田川ダ

ムと筒砂子ダムを両方、２個を同時に検討しているというようなところが少し特徴的な流域

になってございます。

４ページ目をご覧ください。

こちらが鳴瀬川総合開発事業の概要ということで、田川ダムの説明になってございます。左

下に目的がございます。洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水、さらに水道で

目的としては４つございます。ただ、こちらのダムにつきましては、この検証を進めるに当
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たりまして、各水利の参画者のほうに確認をしたところ、当初計画では加美町というダムの

サイトがある町になりますが、こちらのほうで水道事業を予定しておりましたが、この水道

については取りやめるという回答をいただいております。その背景につきましては、平成１

５年に加美町は、３町が合併して加美町となっているわけですが、そういったところから水

道計画を見直したところ、十分既存の水源でまかなえると判断したということで、水道事業

につきましては取りやめるということを伺っておりますので、検証におきましては、洪水調

節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水という３つの目的で検討を進めるということに

してございます。

５ページ目が県の筒砂子ダムということになってございます。こちら県の事業でございます

が、一緒に検討していくということでご参考にご説明をさせていただきます。

こちらの目的としましては、下の３つ、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい用水

の確保というものが目的として県で計画をされているダムになってございます。

６ページ目が経緯でございます。鳴瀬川総合開発事業につきましては、平成４年に実施計画

調査に着手しておりまして平成１７年に基本方針、１９年に整備計画が策定されていると。

この間に、実施計画調査段階には田川第一ダム、第二ダムと２つのダムということで計画を

されてございましたが、平成１９年の整備計画の策定の段階で、２つでなくて１つのダムに

集約化をし、洪水導水路で流域面積を稼ぐことにして対策をするという計画に変更されてい

るという経緯がございます。

筒砂子ダムが下に記載してございますが、昭和５９年に実施計画調査に着手をして平成元年

に建設採択ということでございます。ただ、建設採択となってございますが、こちらにつき

ましても、現地はまだ現時点で各種調査や地元の説明等の段階になってございます。

７ページ目がそれぞれの目的でございます。先ほどの成瀬ダムと同じでございますが、こち

らは整備計画が定められておりますので、そちらの数値等を掲載してございます。かんがい

につきましては、田川ダムと筒砂子ダムの２つを足したものということで開発量ということ

で記載させていただいております。

それ以降につきましては、考え方をまた記載させてございます。成瀬ダムと同様でございま

すが、重複させていただいておりまして、１１ページをご覧いただきますと、またちょっと

組み合わせが複雑になってございますが、簡単に先ほどと考え方は一緒ですが１つ特徴的な

ところを申し上げると、一番上のところで（１）の②のところをご覧いただきますと、こち

らにつきましては、田川ダムと筒砂子ダム２つのダムを対象としているということから、２
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つつくる案と１つしかつくらない案ということで、２つ考えていると。そういった複数の対

策案が含まれているというところでございます。田川ダムと筒砂子ダム、両方つくるという

のが現計画、それぞれ田川ダムしかつくらない案、筒砂子ダムしかつくらない案、さらには

両方のダムをつくらない案という、そういう考え方で整理をしてございます。

、 、 、私の説明で延びておりますが 少し割愛させていただきますが 利水につきましても同様で

やっぱり２つのダムがあるということで、そちらにつきまして両方のダムをつくる案と片方

しかつくらない案、さらにはダムを全くつくらない案という複数の案を検討しているところ

でございます。

５１ページまで飛んでいただきまして、地元の方の意見というところで、特に特徴的なとこ

ろだけご説明させていただきます。５１ページをご覧ください。

まず、石巻市が一番上にありますが、３回目の１ポツ目のところ、今回の大震災で地盤沈下

が生じ、当然のことながら海からの対策、あるいは河口の対策が喫緊の課題ということで、

震災を受けての治水対策ということでご意見をいただいているところでございます。

５２ページ、大崎市からのご意見等で、第２回の上から四つ目のところ、部分的に低い堤防

を残すという案があるが、この流域で安全上大事ではない地域があるのかという疑問を持っ

て聞いていたというご意見をいただいております。さらには、下から３ポツ目のところで、

鳴瀬川流域は豊穣な流域であるが、慢性的な水不足であることが大きな課題であり、利水の

面で絶対量が不足しているというところで、治水、利水の両面からご意見をいただいている

ところでございます。

簡単ではございますが、以上が鳴瀬川総合開発事業の説明とさせていただきます。

○平山委員長 ありがとうございます。今日は３時には終わりたいと考えておりましたので、も

う一つ説明していただいて、あわせてご質問をいただきたいと思います。

それでは、次の鳥海ダムをお願いいたします。

○岩﨑水災害予報企画官 資料の４－４をご覧ください。

１ページ目はフロー図でございます。こちらは、先ほど申し上げました鳴瀬川総合開発事業

と同じ段階にあるということで、概略評価まで終わっているようなところでございます。

２ページ目、３ページ目は鳥海ダムの概要でございます。鳥海ダムにつきましては、子吉川

水系に位置するダムでございまして、流域の概要といたしましては、子吉川といたしまして

は秋田県西南部の中心都市である由利本荘市の河川となってございます。

４ページ目をご覧ください。鳥海ダムの建設事業の概要でございます。こちらの目的としま



- -32

しては、３つ、左にあります洪水調節、流水の正常な機能の維持、さらには水道用水という

ことで、由利本荘市の水道ということが目的として上げられております。

５ページに経緯を掲載させてございまして、平成５年に実施計画調査に着手をしているもの

でございます。

６ページ目をご覧いただきますと、目標を定められております。こちらにつきましても、河

川整備計画が定められておりますので、こちらの目標を満足する案ということで検討を進め

ているというものでございます。

組み合わせの考え方や組み合わせにつきましては、考え方としては同じでございますし、審

議の際にもう一度説明をさせていただくということで、３２ページまで飛んでいただきまし

て、各首長の意見ということで、秋田県さんのご意見の第１回目のところ、①治水対策の重

要性ということで、平成１９年に米代川のほうで被害があったと。今後の対策についてしっ

かりと守っていくのが行政の基本だという意見。あとは、②の産業面の利水というところで、

由利本荘市に電子デバイス産業というのがございまして、そういったことからも当地域にお

けるものづくり産業立地のために水は重要なインフラであり、それらについて大事だという

ご意見をいただいているところでございます。

簡単でございますが、以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございました。鳴瀬川総合開発事業につきましては、鳴瀬川とそれか

ら支川の吉田川、２つの川が絡んでおりまして、国のダムと県のダムがそれぞれに準備され

ているということで、治水と利水と流水の正常な機能を維持するための目的の事業でござい

まして、それぞれたくさんの対案がそこに記載されております。

鳥海ダムにつきましては、これは鳥海山から流れてきております子吉川の上流部につくられ

るダム、国が計画しているダムでございまして、洪水調節、水道用水、それから流水の正常

な機能の維持というような目的の事業でございます。

何かあわせましてご質問をいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。

○徳山局長 局長でございます。ちょっと確認ですけれども、先ほどの奥村先生のそもそも対策

案の前提となる流量とかの数字は見直さないのというご質問に対しては、それが前提でそこ

は変えないんですというトーンの何か説明だったように聞こえて、うっと思っていたんです

けれども、今の鳴瀬川総合開発の話のように、例えば加美町で水道用水を見直して、もちろ

ん人口減少というようなことを加味すればこれは要りませんねというようなのは見直すわけ

ですよね。先ほど、その前提はもうびた一文変えないでご理解を、というような言いぶりだ
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ったように聞こえたんですけれども、もう少し正確に、それも見直すという、必要なものは

見直すという理解でいいんでしょうか。

○岩﨑水災害予報企画官 申しわけありません、ちょっと説明が不足していました。今申し上げ

ました流水の正常な機能の維持につきましては、整備計画を目標に策定をするということで

計画になってございます。新規利水につきましては、このダム検証の中で利水参画者に対し

て必要な開発量を確認の上、その量を確保することを基本として立案をするということにな

ってございますので、まさに今ご指摘をいただきましたとおり、新規利水につきましては、

利水事業者で必要ではないという判断をすれば、今回の検討の中ではそれを反映させた形の

検討ということで進めさせていただいております。

ちなみに申し上げますと、鳴瀬川総合開発につきましては、加美町で水道は取りやめるとい

うことでございますし、成瀬ダムにつきましては、湯沢市で水道量を減少した形での計画と

いうことでお答えをいただいていますので、それに合わせた形での検討ということで進めさ

せていただいております。

補足させていただきます。

○平山委員長 説明の修正、ありがとうございました。奥村先生、よろしいですか。

○奥村委員 はい。よく理解できました。

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。堀井先生。

○堀井委員 質問なんですけれども、いろんな評価軸を考えて目的を達成させるような案の選定

をしているわけですが、この案は全て実行可能で、なおかつ費用的にも計算してみないとわ

からないので、いろんなケースで評価しなくちゃいけないんですよということでよろしいん

ですか。選択肢があんまり多いの、何かもうちょっとうまく選択できないのかどうかと。さ

っき時間軸という話がありましたけれども、こういうことをしている場合かなという、そう

いう気がしますので。

○平山委員長 いかがですか。

○岩﨑水災害予報企画官 今、先生ご指摘のとおり、概略評価という形でまずコストで大枠検討

してもらいますが、その後、まさに実現性であるとか時間軸という観点、あとコストの面に

ついて検討するということで絞り込んでいくということでございまして、立案の際には、従

来の河川行政ではなかなか対案になり得なかったものも含めて幅広に本当に考えてみようと

いうことでスタートしてございますので、その点ご理解をいただければと思います。

○平山委員長 そうは言っても、案をもう少し絞って、何が一番の課題なのか、どう解決しよう
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としているのかというようなことを考えながら、論点なんかをもっとわかりやすくここに示

していただくと、非常に助かるし、委員のほうは判断をしやすいということだと思いますの

で、そのあたりの進め方については事務局と相談させていただいて、ワーキンググループの

お世話になるかもしれませんが、もう少し焦点を絞った議論ができるような運びにもってい

きたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

ほかに何かございませんでしょうか。

それでは、今日は事前資料をお配りしましたので、また目を通しておいていただきたいと。

本審議のときにはもう少し詰めた議論ができるようにお願いをしたいと思います。

それでは、検証ダムの関係のところにつきましてはこれで終わることにいたしまして、本日

の審議結果について確認をしたいと思います。議事結果に取りまとめて、もうありますか。

配付をお願いしたいと思います。

〔配 付〕

○平山委員長 それでは、説明をお願いしたいと思います。

○司会 議事内容をお手元に配付させていただきました。私のほうから読み上げをさせていただ

きます。

審議結果

審議結果は次のとおりである。

１．事業審議について

・河川事業事後評価審議結果

①北上川下流直轄河川改修事業（旧北上川分流地区）

以上について、改善措置及び今後の事後評価実施の必要性はないとの対応方針（案）は妥当

である。

なお、以下の意見があった。

１）東日本大震災では、例えば津波到達を遅延させる効果など、現在の事業評価では評価し

ない効果が確認された。また、津波により地域の土地利用などが大きく変化した。今後の事

業評価では、これらの防災上の効果や地域の社会経済状況の変化を考慮することについても

検討が必要ではないか。

２．委員会報告事項について

再評価報告

①米代川直轄河川改修事業
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②馬淵川直轄河川改修事業

以上について、米代川水系河川整備学識者懇談会及び馬淵川水系河川整備学識者懇談会によ

る再評価の審議結果報告があった。

３．ダム事業の検証に係る検討状況

成瀬ダム建設事業、鳴瀬川総合開発事業及び鳥海ダム建設事業の検証に係る検討状況につい

て説明があった。

以上でございます。

○平山委員長 ありがとうございます。３番のところで、今日いただいたご意見については議事

録には残っているわけですよね。

○司会 今日さまざまなご質問等がございましたけれども、そちらは全部議事録で公開されます

ので （ はい」の声あり）ただ、これは審議結果でございますので、これはこれで。、「

、 。○平山委員長 委員会の審議結果としては その文章のようにまとめたということでございます

何かご質問、ご意見ございませんでしょうか。

それでは、この審議結果につきましてもご了承をいただいたということにさせていただきた

いと思います。

これで、今日は終わりでございますね。それでは司会を戻したいと思います。

５．閉 会

○司会 時間を超過してしまいました。お詫び申し上げます。

以上をもちまして、平成２４年度第３回東北地方整備局事業評価監視委員会を終了いたしま

す。

次回の委員会は１１月２２日の午後を予定してございますので、委員の皆様方にはご出席を

賜りますようお願い申し上げます。

本日は大変ありがとうございました。


