
 

 

 

 

 

 

 

 

平成２５年度 東北地方整備局 事業評価監視委員会（第２回） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 時：平成２５年７月１０日（水曜日） 

    １５：００～１８：１５ 

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 ご案内の時刻となりましたので、ただいまから平成２５年度第２回東北地方整備局事業

評価監視委員会を開催いたします。 

  本日は大変お忙しい中、ご出席を賜りましてまことにありがとうございます。 

  司会を務めます地方事業評価管理官、佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

  なお、本日は大久保委員、黒沢委員が所用のため欠席でございます。１１名中９名の委員の

方の出席で開催をさせていただきます。 

  初めに、前回欠席されました方々のご紹介をいたします。 

  まず、委員のほうから紹介いたします。 

  東北大学大学院情報科学研究科教授、河野委員でございます。 

○河野委員 河野と申します。よろしくお願いいたします。 

○司会 続きまして、東北地方整備局の幹部職員のご紹介です。 

  梶原副局長でございます。 

○梶原副局長 よろしくお願いいたします。 

○司会 諸星港湾空港部長でございます。 

○諸星港湾空港部長 諸星でございます。 

○司会 紹介は以上でございます。 

  さて、本日の資料を皆様のお手元にお配りしてございます。資料一覧でご確認をいただきま

して、不足などございましたらお申しつけください。 

  それでは、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、徳山局長から挨拶を申し上げます。 

○徳山局長 本日は、今年度の第２回の事業評価監視委員会ということで、お忙しい中、ご参加

をいただきまして、まことにありがとうございます。 

  また、本日の委員会の開催前に行われました河川のワーキンググループにご参加いただきま

した委員の方にも重ねて御礼を申し上げたいと思います。 

  さて、２回目でございますけれども、今年から委員をお引き受けいただいた委員の皆さんに

とっては本格的な審議第１回目ではありながら、実は普通の審議とはちょっと違うパターン

でございます。前回も少し申し上げましたけれども、のっけから恐縮ですが、右肩に「資
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料」と書いたクリップでとめたもののすぐ１ページをはぐったところに「ダム事業検証の進

め方について」という紙があろうと思います。これは前回もご説明したものでございまして、

詳しくはこの後の説明で申し上げますけれども、通常はこの委員会が事業評価をいただく私

どもの整備局の正規の委員会でございまして、ここにかかるわけですけれども、ダム検証と

申しまして、全国のダムを本当に全て予断を持たずに是非を検討するというのがここ３年ぐ

らい進んでおります。その一環のものを今日２つお願いするわけでございまして、ダム検証

の検討の場というのがございまして、そこで対応方針（原案）というのを作るところまで長

く手続をかけてきておりまして、整備局の 終案にする過程でこの委員会のご了解をいただ

く、こういうことでございます。ちょっとイレギュラーなものでございまして、通常のやり

方、手続が違うだけではございませんで、内容的にも非常に、シラミつぶしにという言い方

がいいかどうかわかりませんけれども、あらゆる可能性を全部見て、このダムを本当に徹底

的に検証するというようなプロセスになっております。いつものとは違うのから始まるよう

な感じでございますけれども、鳴瀬川の総合開発事業と鳥海ダムの建設事業の２事業の対応

方針についてご理解をいただけますならば、対応方針（案）として決定をさせていただこう

と思います。 

  ちなみに、決定をしましたら、整備局から国土交通本省、大臣に報告をいたしまして、今度

は大臣が有識者会議の意見を聞いて、事業継続または中止の対応方針として 終的に決定さ

れると、こんな手続でございます。そのような流れの中で２事業についてご審議をお願いい

たします。 

  なお、次第の 後に少し、１５分ぐらいかなと思っておりますけれども、今後の審議の進め

方についてというのも入れさせていただいております。実は前回の審議の直前ぐらいでした

か、全国で各ブロックの委員長さんにお集まりをいただいて委員長会議というのがございま

して、平山委員長さんからそのご報告もいただきました。この事業の評価の仕方についての

いろいろな問題意識を全国的に共有したわけでございますけれども、これを当整備局でもさ

らに、言いっ放しにぜひしないで改善をしていくきっかけにしたいと思っております。 

  ただ、委員の皆さん方、初めての方もいらっしゃるわけでございますから、まず実態も進め

る前にいきなり変えるというのも問題あろうかと思いますので、今回、問題意識だけもう少

し議論させていただきまして、次回、普通に進める中で方向を出したらどうかと。その後は

速やかに、改善すべきものは改善したいと思っております。 

  若干複雑なスタートになりますけれども、本日第２回、２つのダム事業についてご議論いた
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だきまして、長時間でございますけれども、ご審議をよろしくお願いしたいと思います。ど

うぞよろしくお願いします。 

○司会 それでは、審議に先立ちまして報道機関の方にお願い申し上げます。これ以降の写真、

テレビカメラ等の撮影はご遠慮願います。 

  では、審議に入らせていただきます。平山委員長、よろしくお願いいたします。 

 

３．審 議 

○平山委員長 委員の皆様、お集まりいただきましてありがとうございました。 

  これより審議を行いたいと思います。 

  局長のお話にありましたように、今日は検証ダムの審議が２件、それと今後の委員会の進め

方につきましてご意見をいただくという中身でございますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

  まず、説明をしていただきますが、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

をいただきたいと思います。 

  前回の委員会でもお話ししたところでございますが、検証ダムについての作業、これは大変

多岐にわたっておりまして、中身のボリュームも相当ございます。それで全部をこの場で議

論することは時間的に困難ということでございますので、河川のワーキンググループで事前

に審議のポイントをご議論いただいたわけでございます。そのポイントをあらかじめ定めて

審議をいただくということで、河川のワーキンググループの結果と、打ち合わせ内容につき

まして河野委員のほうからご説明をいただきまして、そのポイントをなるべく中心にしてご

議論をいただくようにお願いしたいと思います。 

  それでは、河野委員、よろしくお願いいたします。 

○河野委員 本日の事業評価監視委員会の審議の効率化を図るために、６月４日に河川事業選定

委員である大久保委員、黒沢委員、私と平山委員長にもご出席いただき、河川事業ワーキン

グを開催いたしました。 

  河川事業ワーキングにおいては、各委員からのさまざまな意見を踏まえ現実的な対策案の絞

り込みを行いました。その結果、本日の委員会では、今から言う次の３点について重点的に

審議いただくこととなりました。 

  本日は河川事業選定委員のお二人がお休みでございますので、私からワーキングでの検討内

容及び審議のポイントを説明させていただきます。 
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  １つ目、総合的な評価について。総合的な評価における各対策案について、実現性、経済性、

地域への影響、環境などの観点からの比較が必要との意見があったことから、これらについ

て資料に追加することを事務局に指示しました。 

  ２つ目、費用対効果分析について。ダムのＢ／Ｃだけでなく、河道掘削もあわせた説明がで

きないかとの意見があったことから、参考としてダムと河道掘削等を合わせた各方策につい

てＢ／Ｃを算出し、比較する試算結果について表示することを指示しました。もう一つ、費

用対効果分析についてですが、その他、多目的ダムとしての評価や身代わり建設費による計

上についての意見がありましたが、現時点では評価手法が整備されていないため、これは審

議内容とはしないことといたしました。 

  ３番目、地域からの意見聴取結果について。地域の意見聴取について丁寧に説明が必要、ま

た田川ダムが中止となった場合の対応はどうかとの意見があったことから、意見聴取結果に

ついて事業評価監視委員会で具体的に説明することを事務局に指示いたしました。 

  以上の３点です。これらワーキングでの整理を踏まえ、今申し上げた３つをポイントとして

重点的にご審議いただく方向といたしました。 

  以上でワーキングからの報告を終了いたします。 

○平山委員長 河野委員、ありがとうございました。 

  ３点、挙げさせていただきましたけれども、事務局の資料の作り方もこの点を配慮しながら

詳しく作っていただきまして、これからの説明もそのような中身になっておりますので、そ

の点をご了承いただきたいと思います。 

  本日の議事でございますが、 初に、前回の繰り返しになりますが、ダム検証の流れに沿っ

て、現在までの状況について説明をいただき、それからダムごとに概要から始まり、現状、

意見聴取などについて質疑をしていただきます。その次に対策（案）につきましてご議論を

いただいて、費用対効果、そして 後に事業の継続の可否についてご審議をいただくという

ことで進めてまいりたいと思います。 

〔ダム事業再評価〕 

 ・鳴瀬川総合開発事業 

○平山委員長 それでは、まず、鳴瀬川総合開発事業のご説明を事務局からお願いいたします。 

○川村河川調査官 河川調査官の川村でございます。 

  鳴瀬川総合開発事業の説明をいたします前に、右肩に「資料」と書いてある資料で検討状況

を先にご説明させていただきたいと存じます。 
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  もう一度、資料の１ページ、２ページをお開きいただければと思います。 

○平山委員長 ２枚物の資料。 

○川村河川調査官 ２枚物の肩に「資料」と書いた、先ほど局長が挨拶の中で触れた資料でござ

います。 

  大きな流れとして、Ａのところでございますが、検討の場というのを作って素案の作成をし

て、右側にア、イ、ウ、エ、オ、カ、キと書いていますが、いろいろなご意見を伺って、対

応方針原案をまとめる作業をしております。 

  ２ページを見ていただきまして、鳴瀬川総合開発事業につきましては、前回の段階ではＡの

ところで素案を作成して、２つ目の丸、ウ、エ、オ、カのところですが、報告書（素案）に

対する意見聴取を始めたという段階でございました。その後、関係住民の方々、あるいは学

識経験を有する方々からの意見聴取を終えまして、キのところになりますが、報告書（原

案）の案を作成いたしまして、それについて関係地方公共団体の長、利水者の方々から意見

を伺い、一番下のＢですが、対応方針（原案）として取りまとめた状況でございます。 

  鳥海ダムにつきましてもあわせてご説明させていただきますが、検討の場の４回目を実施い

たしまして素案を作成いたしました。その後、鳴瀬川総合開発事業と同様に報告書（素案）

に対する関係住民の方々、あるいは学識経験を有する方々からの意見聴取を記載のとおりの

日程で行いまして、報告書（原案）案に対する意見聴取を行い、対応方針（原案）としてま

とめたところでございます。 

  １ページに戻っていただきますと、真ん中の流れで言えばＡとＢ、対応方針（原案）作成ま

で終わった状況でございまして、それにあわせて右のさまざまな意見聴取の場、アからキま

でがこれまでに終わって、これを全て盛り込んだ形で本日ご説明をいたしまして、クのとこ

ろ、本日、事業評価監視委員会のほうからのご意見を頂戴するということでございます。以

上でございます。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 鳴瀬川総合開発調査事務所の稲葉でございます。 

  鳴瀬川総合開発事業の検証についてご説明を申し上げます。 

  お手元に資料１、それから参考資料１－１がございますが、こちらでご説明申し上げたいと

思います。 

  資料の１、めくっていただきまして、２ページをご覧いただきたいと思います。 

  本日の資料の構成でございますが、まず初めに、鳴瀬川の流域の概要についてご説明を申し

上げます。その後、鳴瀬川におきます治水・利水の現状と課題についてご説明を申し上げま
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す。３番といたしまして、その課題に対します対策案の立案、概略評価による抽出について

ご説明を申し上げます。その後、立案をいたしました対策案についての総合評価、５番とい

たしまして費用対効果分析、６番で意見聴取等の概要、 後に対応方針の原案についてご説

明を申し上げたいと思います。 

  では、資料をめくっていただきまして、４ページをご覧いただきたいと思います。 

  まず、鳴瀬川の概要でございますが、地図にお示ししておりますとおり、鳴瀬川は宮城県の

中央部を西から東に流れている川でございます。流域には大崎市などの都市がありますほか、

県内有数、我が国有数の穀倉地帯となっているところでございます。 

  続きまして、５ページの方へお移り願います。 

  流域の概要、河道の特性でございますが、右のほうに宮城県の地図と緑色で塗りました鳴瀬

川の流域をお示ししてございますが、源流が奥羽山系の船形山になってございます。源流の

年間の降水量は約２，０００ミリということで、雨の多い地域となっております。 

  左下の方に鳴瀬川の河床の縦断図をお示ししてございますが、真ん中付近に三本木というと

ころがございます。これはちょうど高速道路の東北道が川を横断するところでございますけ

れども、ここまでは急峻な川でございまして、ここを過ぎますと平地を流れていく川になっ

てございます。 

  では、治水と利水の現状と課題でございます。７ページをお開きいただきたいと思います。 

  鳴瀬川のこれまでの洪水でございますが、昭和２２年９月、翌年の昭和２３年９月、カスリ

ン台風、アイオン台風でございますが、この台風の襲来によりまして、特に中流域におきま

して堤防が決壊し、甚大な被害が出ているところでございます。 

  近年におきましては鳴瀬川本川の堤防決壊はございませんが、右にお示ししているとおり、

昭和６１年８月、平成１４年７月、 近では平成２３年９月と、床上浸水が発生している状

況にございます。 

  ８ページにお移りいただきたいと思います。 

  鳴瀬川の現在の洪水に対する安全度でございますが、概ね１５分の１ということで１５年に

１回程度発生する洪水に対しての安全度ということでございます。段階的に治水安全度の向

上を図っているところではございますが、まだまだ流下能力という点で不足しておりまして、

治水対策上、脆弱な状況になってございます。 

  こういう中におきまして、治水対策の目標でございますが、先ほど昭和２２年９月の台風で

甚大な被害が出たと申し上げましたが、この昭和２２年９月カスリン台風が再来しても床上
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浸水等の重大な被害を防止することを目標として治水対策を実施しているところでございま

す。 

  その対策の内容といたしましては、河川改修を実施いたしますが、あわせて田川ダム、筒砂

子ダムを上流に整備いたしまして対応する内容となっております。 

  ９ページでございますが、河川改修並びに田川ダム、筒砂子ダムの整備によりまして、右側

のほうに流域の地図をお示ししてございますが、ブルーで塗ったエリアの浸水、約１万７，

８００ヘクタールでございますが、これを防止する計画となってございます。 

  また、ダムの効果でございますが、仮のお話でございますけれども、昭和２２年９月のカス

リン台風が再来いたしまして、２つのダムを作りますと、先ほど申し上げた三本木というと

ころでございますが、約７２センチの水位低下を期待することができるところでございます。 

  続きまして、利水の状況でございます。めくっていただきまして、資料１０ページの方へお

進みいただきたいと思います。 

  冒頭申しましたように、鳴瀬川の流域は県内の一大穀倉地帯になってございます。川からの

取水量も多ございまして、流域３４の取水施設でかんがい用水を取得しているところでござ

います。しかしながら、鳴瀬川の流況が非常に夏場乏しくなることから、計画どおりの取水

ができないことが日常化しております。 

  左下のほうに棒グラフをお示ししてございますが、年によりまして降雨状況が違います。流

況が違いますので、日数の大小はございますが、計画どおり取水できない日がほぼ毎年のよ

うに発生をしているところでございます。 

  その状況を１１ページにお示ししてございます。特に利水という点で、農業用水におきまし

ては毎年、番水ということで、朝晩水をかける田んぼを順番で変えるという作業、それから

一度使いました用水を排水路に流すわけでございますけれども、それをもう一度ポンプアッ

プいたしまして用水に使うという、反復利用して水不足に耐えているところでございます。 

  さらに、流水の正常な機能の維持という観点におきましては、右側の方にお示ししてござい

ますけれども、これは鳴瀬川の橋の上から川を写した写真でございますが、夏場になります

と川の中に全く水が流れないような状況になりまして、川の中の動植物の生育環境に大きく

影響を及ぼしているところでございます。 

  では、こういう状況におきましてどれくらいの水が必要なのかということで、１２ページの

方にお示しをしてございます。 

  真ん中左側のほうに青い線で河川流量、赤い線で計画取水量、２本の線をお示ししてござい
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ますが、川の流量が多ければ計画どおりの取水ができるわけでございますけれども、先ほど

申しましたように逆転をしておりまして、ピンク色で塗っているところがいわゆる水不足の

量でございます。これを１年間積算いたしますと、その地点におきます水不足の量、すなわ

ち貯めておかなければいけない水の量が出てくるわけでございますが、右側の棒グラフ、そ

の一番右側でございますけれども、鳴瀬川中流堰という取水地点におきましては１，２００

万トンの水不足が発生している。年間に１，２００万トンの水を貯めなければいけないとい

う状況になっているところでございます。 

  流域には、鳴瀬川中流堰以外にも多くの取水地点がございまして、下の棒グラフになります

けれども、昭和６０年の例でございますが、流域全体といたしまして約２，５００万トン、

水不足が発生してございます。２，５００万トンの水を貯めておかなければいけないという

ような状況でございます。 

  下の棒グラフでございますけれども、番号を１番から４番まで振ってございます。統計の年

数は４０年ございますけれども、そのうちの昭和６０年が４番目というふうなことになって

ございます。これはすなわち４０分の４、１０分の１ということで、私どもの計画といたし

ましては１０年に１回の水不足を目標にしているところでございます。 

  続きまして、対策案の立案でございますけれども、１４ページの方へお進みいただきたいと

思います。 

  対策案の立案でございますが、３つの観点がございます。まず、治水対策でございますけれ

ども、先ほど申しましたように目標といたしておりますカスリン台風、これが襲来したとき

に三本木地点で３，４００m3/ｓの洪水流量が発生することに対して、安全に流下することを

目標にいたします。 

  それから、利水対策案でございますが、ただいま水不足についてご説明をいたしましたが、

利水参画者に確認をいたしまして、必要な量ということで約２３m3/ｓの水を開発することを

目標にいたします。 

  それから、３点目でございますが、流水の正常の機能の維持ということで、川の中の動植物

の生育環境のために、季節によって違いますが、２m3/ｓから４m3/ｓの水を流すことを目標

といたします。 

  これを目標にいたしまして対策案を立案いたしますが、まず治水でございます。１６ページ

の方へお進みいただきたいと思います。 

  治水の立案の方策につきましては、今般、ダム検証の要領の中におきまして２６の方策が示
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されてございます。しかしながら、検討をする前に、もはや鳴瀬川において実施が不可能、

あるいは実施をしても効率が悪いというものにつきましては 初から除外をいたしまして、

１７方策の組み合わせにより治水対策案を立案しているところでございます。 

  さらに、１７ページの方へお進みいただきたいと思います。 

  その中におきまして３つのポイントをお示ししてございますが、制度上、技術上の観点から

実現性が高いこと、それと治水上の効果が大きいこと、さらにコスト面で有利なこと、この

３つのポイントで絞り込みまして、次の黄色い四角のところでございますけれども、３つの

方策を組み合わせるところまで絞り込みができております。その３つと申しますのは、その

下にございます、まず、１番目といたしましてダムでございます。それから、２番目といた

しまして、川の中を掘削いたします河道掘削でございます。それと３番目といたしまして遊

水地でございます。 

  同様に、利水の方策につきまして１８ページの方にお示しをしてございます。利水につきま

しては、先ほど目標の中で、新規利水ということと流水の正常な機能の維持ということを申

し上げましたが、水を貯めるという意味ではお互い２つ、共通でございますので、このとこ

ろにおきましては水を貯めるという観点で、２つの目的に対しての対策ということでご理解

をいただきたいと思います。 

  全国的には１７方策をお示ししてございますが、治水と同様に鳴瀬川におきましては、もは

や検討するまでもないというものを棄却いたしまして、１０方策に絞り込みをしております。 

  また、治水と同様に制度上、技術上、それから利水上の効果、さらにコストの面で絞り込み

をいたしまして、１９ページでございますが、黄色の２つ目の四角でございますけれども、

５つの方策の組み合わせというところまで絞り込みを行ってございます。この５つの方策は、

その下にございますが、まず１番目といたしましてダムでございます。２番としてため池の

かさ上げでございます。それから３番といたしまして堰。４番といたしましては河道外の調

整池。河道外の調整池と申しますのは、川の外に池を作りまして、そこに必要な水を貯める

という方策でございます。それから、５番といたしまして、地下水の取水でございます。 

  治水で３案、利水で５案、対策案を絞り込みましたので、その総合的な評価を２０ページ以

降にお示しをしてございます。 

  まず、治水の方策でございますが、２１ページにおきましては、先ほど申し上げましたダム

河道掘削、遊水地をもう一度お示ししてございます。 

  ２２ページ以降、その具体的な内容についてお示ししてございます。 
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  まず、ダムでございますが、この流域におきまして検証をしておりますダムがまず２つござ

います。田川ダムと筒砂子ダム。既設のダムも漆沢ダム、それから二ツ石ダムというダムが

ございます。ダムにつきましては、いろいろ方策が考えられますが、まず現計画によりダム

案としての評価をやってございます。ダムを使う場合におきましては、冒頭申しましたよう

に上流に田川と筒砂子の２つのダム、それから現在の漆沢ダムを使いまして、三本木という

ところで６００m3/ｓ洪水調節をいたします。調節した後の洪水流量を安全に流すために河川

改修を実施するというものでございます。 

  次に、河道掘削でございますが、２３ページの方にお示しをいたしております。ただいまダ

ムの案の中で、ダムで洪水調節をした後に、その後の流量を安全に流すために河道掘削をや

ると、このように申し上げましたが、図面の横断図をご覧いただきたいと思いますが、その

部分は青く塗っているところでございます。今回、ダムのかわりに河道掘削で対応いたしま

すと、この青い部分に加えて赤い部分まで、河床の方、さらには堤防の方まで多く掘削をす

るということでございます。 

  続いて、遊水地案でございますが、２４ページの方にお示ししてございます。図面の真ん中

のほうに黄色で着色をしてございます。箇所といたしまして２カ所、広さで合わせて６０ヘ

クタールでございますが、ここに遊水地を設置して一時的に洪水を貯め込むというものでご

ざいます。もちろん、ここで貯めた後に安全に流下させるための河道の改修は必要でござい

ます。 

  では、この３つの案の評価をいたしましたのが２５ページでございます。結果といたしまし

て、河道掘削案、遊水地案、現在のダム計画案に比べまして若干のコストが掛かる、あるい

は遊水地におきましては既に良好な田んぼになってございますので、地域の合意形成という

点でいささか課題はございますけれども、物理的にはやれない方策ではないというように判

断をしてございます。従いまして、治水におきましては、ダム案、河道掘削案、遊水地案、

いずれも実施が可能と判断しているところでございます。 

  続いて、利水でございますが、利水につきまして２６ページからお示しをしてございます。 

  ２６ページにおきましては、先ほど申し上げました５案を再度記載してございますが、ダム

案につきましては、治水と同様にいろいろな組み合わせがございますけれども、現計画によ

り検討をしてございます。現計画は、田川ダム、それから筒砂子ダム、合わせまして２，６

８０万トン貯め込む計画になってございます。先ほど流域全体で２，５００万トンほど貯め

込まなければいけないと申し上げましたが、現在の計画ではこの２つのダムで２，６８０万
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トン貯め込むということになってございます。 

  ため池の対策について、２７ページの方に具体にお示ししてございます。 

  図面の中に、小さくて恐縮でございますけれども、黒の丸をお示ししてございますが、これ

がため池の箇所でございます。２５カ所ほどございます。しかしながら、ここでかさ上げを

しても、貯められる量が３８０万トンほどでございます。必要量の２，６８０万トンに対し

ましてオーダーが１ケタ違うということで、これによる必要量の確保が困難というように考

えているところでございます。 

  続きまして、堰でございますが、２８ページにお示ししてございます。堰につきましては、

流域に３カ所ほど建設を予定してございますが、こちらにおきましても３つの堰合わせて約

２８０万トンの水しか貯めることができません。ため池と同様に必要量の１０分の１という

ことで、この方法におきましても必要量を確保することは困難というように考えてございま

す。 

  それから、河道外の調整池による確保でございますが、２９ページにお示ししてございます。

こちらの方は図面の青いところになってございます。濃い青でお示ししてございますが、箇

所といたしまして１１カ所、トータルの広さといたしまして８９０ヘクタールでございます。

これにつきましては、遊水地と同じように既に良好な農耕地になってございますので、地域

の合意形成でいささか課題はございますけれども、物理的にやってはやれないものではない

というように思っております。しかしながら、現在の計画に対しまして約６９０億、ほぼ倍

ぐらいの金額になるということで、コスト上、問題があると判断をしてございます。 

  それから、地下水の取水につきましては３０ページでございます。鳴瀬川流域、特に大崎の

中心地、古川でございますが、こちらにおきまして地盤沈下が確認されておりまして、長期

監視を継続して実施をしている中で、地下水の取水は困難というように判断をしてございま

す。 

  そういたしますと、利水対策の５案の総合評価でございますが、３１ページのほうにお示し

してございますが、ダムにかわる対策案を４案ほど検討いたしましたけれども、実現性の面、

それからコストの面でダム案より勝る案はないというように判断をしてございます。 

  ３２ページの方に治水と利水の検討結果をお示ししてございます。治水の方につきましては、

先ほど申し上げましたようにダム、河道掘削、遊水地、いずれでもいけるというように判断

してございます。しかしながら、新規利水対策、流水の正常な機能維持につきましては、ダ

ムを使う案しかないというように判断しております。 
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  それでは、ダムを活用する案でございますが、後ほど河道掘削、あるいは遊水地の案と比較

をするために、ダムを活用する も有利な案を先に検討しております。それが３３ページか

らでございます。真ん中に５通りの組み合わせの表を入れさせていただいております。 

  まず、一番上でございますけれども、田川ダム、筒砂子ダム、この２つのダムを実施すると

いうものでございます。まさに現計画でございます。 

  それから、その後はどちらかのダムに集約をするというものでございまして、上２つにつき

ましては田川ダム、下２つ、番号で言いますと１－４、１－５になりますが、これが筒砂子

ダムに集約するというものでございます。 

  １つのダムに集約いたしますと、利水上は何とか満足をいたしますけれども、治水上でその

機能を満たすことができませんので、その不足分について漆沢ダムの改造、これは既存ダム

を改造するというものでございます。または、不足している分をさらに河道掘削で対応する

ということで集約した案を細分化いたしております。 

  なお、二ツ石ダムにおきましては、漆沢ダムと比較をいたしますとコスト的に不利というこ

とで、既設ダムの改造ということにおいては、漆沢ダムについて検討することにいたしてお

ります。 

  今申しました概念につきまして、ポンチ絵で３４ページの方にお示しをしてございます。ダ

ム案につきまして１－１から１－５まで５案を示してございますが、１－１は両方のダムを

やる、これは現行の案でございます。それから１－２、１－３につきましては田川に集約を

する。１－２の方につきましては、漆沢ダムを再編いたしまして治水専用化にする。１－３

番につきましては、漆沢ダムについてはそのままにいたしまして、不足する分を河道掘削で

対応するということで、一番右側の方にポンチ絵をお示ししてございます。１－４、１－５

につきましては同様でございますが、集約するダムが筒砂子ダムという案でございます。 

  では、どちらかのダムに集約するということで、どちらが有利なのかということを検討して

ございます。それが３５ページでございます。 

  左側の方にダムの集水面積、流域面積をお示ししてございますが、筒砂子ダムと田川ダムを

比べますと、その面積が倍以上違うということがございます。それから右側の方にダムの容

量とそのコストの関係を示しているものがございます。 

  まず、筒砂子ダムのほうは拡大をすることが可能ということで、現田川ダムと現筒砂子ダム

の容量を足してもまだかさ上げができるという点、それからコスト的にも、大きくなるに従

いましてその増加量が少ないという開発単価の点から、筒砂子ダムの方に統合することが有
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利というように判断をしているところでございます。 

  従いまして、ダム案は幾つかありますけれども、河道掘削、遊水地と比較するに当たりまし

て一番良いのは、３６ページにございますけれども、筒砂子ダムに統合する案が有利という

ことになるわけでございます。 

  では、ダム案も出そろいましたので、改めて河道掘削と遊水地案と総合的な評価をいたして

おりますのが３７ページでございます。 

  ５つの案をお示ししてございます。上３つがダムを使う案でございまして、１－１、１－４、

１－５とございますが、１－１は現計画、両方のダムをやる案でございます。それから１－

４につきましては、筒砂子ダムに集約して漆沢ダムを改造する案。１－５につきましては、

筒砂子ダムに集約いたしまして、河道掘削で不足を対応する案でございます。 

  それから、２番につきましては、治水上はダムを使いませんで、河道掘削で対応する案。利

水上はダムしかございませんので、利水専用ダムを作るというふうなものでございます。３

番につきましては、遊水地を使って治水をやりまして、利水につきましては利水専用ダムを

作るというものでございます。 

  この５案につきまして総合的な評価を実施してございます。 

  まず、効果の発現というふうな点でございますが、３８ページの方へお移りいただきたいと

思います。 

  これはここに、今申し上げました５つの案をお示ししてございますが、まず、安全度という

ことで、効果の発現について、１０年後、２０年後ということで比較をしてございます。 

  河道掘削につきまして、どの案におきましても河道掘削が若干ございますので、河道掘削は

実施をすれば実施をした分、効果があるということで、１０年後、２０年後にどの案におき

ましてもその効果が発現することが確認できます。ダムは２０年後におきましてまだ完成し

ていないという状況でございます。 

  遊水地は２０年後には完成してございますので、遊水地の案につきましては２０年後に効果

が発現できているというところでございます。 

  また、実現性ということで、地域の方々との合意形成というふうな点で整理をいたしてござ

います。 

  現計画案、一番上の欄でございますが、これはもう既に地元の方に長年ご説明をしてご協力

をいただいているという点で、合意形成という点では優れているというように思っておりま

す。 
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  それから、環境に関わるところでございますけれども、一番上から一番下までの５つの案、

ともに大なり小なりダムを作りますし河道掘削がございます。ダムにおきましても河道掘削

におきましても、やはり環境への影響というものもございますので、その対応は取っていか

なければいけないというように考えておりますが、そういう意味ではどの案におきましても

環境に対する問題はあると思っております。 

  比較をいたしますと、やはりコストというところで 終的に判断をする必要があるかという

ように考えてございまして、戻っていただいて恐縮でございますけれども、３７ページのと

ころに、今、各評価軸で評価したことに加えて、総事業費という欄を入れ込ませていただい

ておりますが、現計画が１，９８０億円でございますけれども、２番目の筒砂子ダムを拡大

し、漆沢ダムを容量再編いたしまして田川ダムを中止する案、これが１，５８０億というこ

とで、ほかの４案に比べましてコスト的に一番安いというところから、評価軸によりまして

は、この案よりも勝る案があるのでありますけれども、総合的に判断をいたしまして、この

案が も有利な案というように判断したところでございます。 

  では、この案に対しまして費用対効果の分析をやってございます。４０ページでございます。 

  費用対効果を分析するに当たりましての条件について、一番上の四角にお示ししてございま

す。 

  まず、対象の事業でございますが、今申し上げました筒砂子ダムの規模を拡大いたしまして、

漆沢ダムとの容量再編により田川ダムを中止するという案でございます。この案のうち、ダ

ムの洪水調節とそれからダムの流水の正常な機能の維持分、この２つの分についてＢとＣを

算出いたしましてＢ／Ｃを求めてございます。また、算出をするときの洪水調節の便益の考

え方の条件でございますけれども、ダムが完成する時点の河道で算出をしてございます。後

ほど詳細をご説明差し上げたいと思います。 

  それから、資産データにつきましては、平成１７年の 新のメッシュデータを使って計算を

してございます。その結果、今回の全体事業のＢ／Ｃにつきましては１．１という算出結果

になってございます。また、残事業ということで、これまでやった分を差し引きますと１．

２という数字が出ております。 

  前回の評価でございますが、前回は鳴瀬川総合開発事業単独、筒砂子ダム建設事業単独で実

施をいたしておりまして、このときは奇しくも両方が１．５ということでございます。これ

が今回１．１というようになったわけでございますが、前回と河道の条件が違ってございま

して、前回につきましては評価時点の現況の河道で算出をしております。この条件で計算を
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いたしますと、ただいま１．１というよう申し上げましたけれども、１．７という数字にな

ってまいります。 

  それから、先ほどワーキングのほうからのご指摘がございましたが、ダムだけを抽出するこ

となく、ダムと河道掘削を合わせて当初の目標を達成する案全体のＢ／Ｃでございますが、

左下の方に参考１というところに示させていただいておりますが、４．１という数値が出て

おります。 

  恐縮でございますが、お手元の参考資料の３６ページをお開きいただきたいと存じます。 

  全体の事業費につきましては今４．１というように申し上げましたが、先ほど５案を抽出い

たしておりますけれども、その５案全てにおいて分析をいたしました結果を３６ページにお

示ししてございます。 

  恐縮でございますが、本資料のほうにお戻りいただきたいと思います。 

  河道の条件とメッシュデータのところにつきましてご説明を申し上げたいと思います。 

  ４１ページをお開きいただきたいと思います。 

  河道条件の見直しということで、右側のほうに河道の絵が描いてございます。前回の評価の

ときは現況河道で評価をしております。従いまして、雨が降りますと氾濫がしやすいという

状況になってございます。氾濫の絵を赤で示してございます。今回はダムの完成時点という

ことで、河道がある程度完成している段階での氾濫でございますので、前回の評価に比べま

すと氾濫の面積、あるいは氾濫の深さというものが小さくなっているということでＢ／Ｃの

Ｂが下がるというものでございます。 

  また、４２ページの方にはメッシュデータを変えているご説明を差し上げてございます。平

成７年のときは１キロメッシュで世帯数を使用してございました。また、平成１７年におき

ましては、丁町字単位の一般世帯数を使用して計算をしてございます。その結果、鳴瀬川の

流域におきましては資産が若干減少いたしまして、この結果、便益が少し下がってきている

という状況でございます。 

  続きまして、意見聴取の実施状況についてご説明を申し上げます。４４ページをご覧いただ

きたいと思います。 

  意見聴取でございますけれども、５回に分けて実施をしてございます。まず検討の場という

ことで、流域の首長さんに意見を伺ってございます。その後、利水者に意見を伺っておりま

す。利水参画者あるいは河川の使用者でございます。さらに、関係住民から意見を伺ってお

りまして、パブリックコメント、意見聴取、それから意見を聞く場ということで、３つの方



-16- 

法で実施をしております。それと学識経験者ということで、環境の先生、あるいは経済の先

生からご意見を伺っております。 

  後に、今日お示ししている原案でございますが、その案を作りまして、関係地方公共団体

の長、利水関係者のほうへ意見聴取を実施しているところでございます。 

  その結果でございますが、再び参考資料に移っていただきたいと思います。 

  ４４ページをお開きいただきたいと思います。 

  ４４ページから、今申し上げました５つの意見聴取につきましてお示ししてございます。な

お、お手元にございます報告書は、全てのご意見につきましてお示ししてございます。こち

らにおきましては、その要約を載せさせていただいているところでございます。意見をたく

さんいただいている中で、特にこの案に対してご心配をしている意見も多くいただいている

ところでございます。 

  ４５ページをお開きいただきたいと思います。 

  検討の場において首長からご意見をいただいた中で、加美町長から――加美町はこのダムが

建設されるところでございます。筒砂子ダムが建設されるところでありますし、田川ダムの

建設が予定されているところでございます。加美町長からは、「ダムが建設されるのは上流

域、しかしながら、その効用を受けるのは下流域ということで、ダムが建設される上流域の

ことを下流域の方にも理解していただく必要がある。」というご意見をいただいております。 

  また、今般、田川ダムにつきましては中止をすることを考えてございますが、「田川ダムの

地権者の方々は、２０年ほども待たされている。結局造らないのであれば、地域に住んでい

る方々に丁寧に説明して、今後のことも含めて対応してほしい。」と、こういうご意見をい

ただいております。 

  このご意見につきましては、十分に住民の方にご説明を差し上げまして、ご理解をいただく

よう努めてまいりたいと思っているところでございます。 

  また、同じページ、一番下でございますが、美里町長からは、「再生エネルギーという観点

で、一つでも多く水力発電を増すように国の施策として考えるべき。」というご意見をいた

だいております。私どもにおきましても、自然再生エネルギーについては重要であると重々

認識しておりまして、今後のダムの計画の中で考えていきたいと考えているところでござい

ます。 

  さらに、地域の住民の方々からもご意見をいただいております。５０ページをご覧いただき

たいと思います。 



-17- 

  地域の方々から郵送で届いた意見でございますが、その他の意見というところになりますが、

田川ダム中止に対する意見書及び要望書ということで、「２２年間の田川ダム調査、建設を

やめるのであれば２２年間の損害補償、それから地域の対策をお願いしたい。」という意見

が出ております。また、重複になりますが、「自然再生エネルギーに着目しているのであれ

ばより具体的な検討をするべき。」というご意見をいただいているところでございます。 

  さらに、一番下になりますけれども、「環境保全をしていくための対策の検討をしてほし

い。」というご意見をいただいているところであります。環境に関します意見につきまして

は、学識経験者の方からもご意見をいただいております。 

  ５３ページをお開きいただきたいと思います。 

  植物の先生になりますが、上から２つ目でございますけれども、佐々木様から、「中流域、

下流域の自然環境の回復を考えるべき。」というご意見をいただいております。 

  また、下から２つ目でございますけれども、魚類の専門家、髙取様からは、ダムによって水

の流れが中断されるのではないかということで、鳴瀬川は全国ブランドのアユということも

ございまして、「鳴瀬川の中流域を何とかして残すべきだ。」とご意見をいただいていると

ころでございます。 

  環境のところにつきましては、今後ダム計画をしていく上で十分に検討していきたいという

ふうに考えておりますし、それから河道の中におきましても同様に環境のことを検討しなが

ら河川改修を進めていきたいと考えているところでございます。 

  再び、本資料のほうにお戻りいただきたいと思います。長くなって恐縮でございます。 後

になりますが、対応方針原案でございます。４６ページの方をお開きいただきたいと思いま

す。 

  対応方針につきましては、現在の事業の継続の方針か中止の方針を決定するということでご

ざいます。これまでは流域におけます治水・利水等の 良の形ということで検討してまいり

ましたが、これを事業という点で、鳴瀬川総合開発事業、あるいは筒砂子ダム建設事業が継

続なのか、中止なのかというところを対応方針として決定するものでございます。 

  対応方針に当たっての基本的な考え方でございますが、鳴瀬川の主要な氾濫区域を抱えるな

ど、重要な河川区間は直轄管理、その被害軽減のための洪水調整を行うダムは直轄で建設管

理するべきというように考えてございます。 

  また、６月２８日に宮城県知事から、国の鳴瀬川総合開発事業で調査の継続を求めますと、

こういうご要望もございました。これを踏まえまして、対応方針案の原案、一番下の四角で



-18- 

ございますが、これを原案としたいと考えてございます。 後のところでございますので、

読み上げさせていただきます。 

  「『ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実施要領細目』に基づき、鳴瀬川総合開発事

業と筒砂子ダム建設事業の検証に係る検討を共同で行った結果、両事業を統合し、筒砂子ダ

ム規模拡大と漆沢ダムとの容量再編により田川ダムを中止する案が も有利である。したが

って、鳴瀬川総合開発事業と筒砂子ダム建設事業を統合することとし、直轄河川への事業効

果に鑑み、鳴瀬川総合開発事業として調査を『継続』し、筒砂子ダム建設事業を中止するこ

とが妥当であると考えられる。なお、事業の進め方の詳細については今後調整することとし

ている」という案を対応方針の原案と考えているところでございます。 

  これまで、鳴瀬川総合開発、筒砂子ダム、合同で検証を実施してまいりました。流域として

の 良の案、これを方針ということで、事業におきましても密接な関係がございますので、

２つの事業合わせて対応方針案として本省に報告すべきものと考えているところでございま

す。 

  本事業評価監視委員会におきましては、鳴瀬川総合開発事業についてのご意見をいただけれ

ばと思ってございます。 

  後、対応方針案の原案でございますが、今、ご説明を申し上げました結果を取りまとめて

ございます。検証ダムの総合的な評価、それからパブリックコメント等、地域からの意見の

内容、そして事業投資効果、さらに 後に今ご説明申し上げました対応方針案をまとめてい

るところでございます。 

  長くなりまして恐縮でございます。説明は以上でございます。 

○平山委員長 説明ありがとうございました。 

  今日、ご説明いただいた案は素案、原案と、検討を経て、本委員会にかかっているものでご

ざいます。 

  委員の皆様には事前にご説明を申し上げたところだと思いますが、なかなかおわかりになら

ないところもおありになったのではないかと思います。鳴瀬川流域の持っている課題があっ

て、それに対する事業を行うわけですが、結局、 後は、２つ作る予定であったダムを大き

いほうへ１つにまとめて、１つはやめるということで、当然２つ作るよりは１つのほうが効

率的だということと、それから治水はダムで引受けますけれども、利水と流水の正常な機能

の維持はそのほかの方法もありますが、ダムにのっかって、その中で考える。すなわち多目

的ダムを作るという結論的に言えば極めて常識的なところに落ち着いたんだと思います。 
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  それで、ご質問等をいただいてまいりたいと思いますが、少しずつ分けてご質問いただきた

いと思います。 

  まず、 初の流域の概要、それから事業の必要性、事業の目標値、そして対策案で、治水は

ダムによる対策、河道掘削、遊水地があるということにまとめ、絞り込んだわけです。それ

から利水と流水の正常な機能の維持では、ダムを利用するのが一番いいんだというところに

行ったわけですが、そのあたりのところまでで何かご質問ございませんでしょうか。 

  絞り込みの方、方法が非常に複雑で、いろいろなケースを考えて絞り込んだものですから、

必ずしも皆さん、その筋道をフォローしてはいないんだと思います。いかがでしょうか。ど

うぞ遠慮なく、おわかりにならないところがあればお願いしたいと思います。はい。 

○浜岡委員 済みません、質問させていただきます。 

  資料１の１２ページです。確認したいことですが、この下の図表を見ますと平成２２年まで

の量が出ていますが、この 新データがもしあれば載せていただきたいということ、それから、

この説明をお聞きしますと、過去４０年間のデータを見て、量が多いものから４つ目で④の昭和

６０年を採択したということになります。ただ、これを例えばですが、４０年ではなくて２０年

という短い期間でとると何か違いそうに思われます。このあたりのところ、過大に見積もり過ぎ

ていないでしょうか。これについてどのようにお考えになっているか教えてください。 

○平山委員長 どうぞ。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 それでは、まず初めのご質問でございますけれども、 新

データにつきましては、今回、水計算をやってございまして、水文データにつきましては、

毎年毎年取っておりますけれども、それが確実に使えるかどうかという検討・検証をやって

からになります。そういう意味で、現時点におきまして確実な数字が出ておりますのが平成

２２年までということで、それ以降の２３・２４のデータにつきましては載せていないとい

うところでございます。 

  それから、期間のとり方、２つ目のご質問でございますけれども、計画を立案する段階にお

きまして、古くから統計をとってございます。その中におきましてどういうふうな地域にお

ける水不足の状況があるのかということで、長ければ長いほどそこの流域の特徴をあらわし

ているということになると思います。従いまして、計画をする段階において可能な限り使え

る、さかのぼることが可能なところまでさかのぼってのデータ処理をして、その中において

１０分の１、年数が多ければその２０分の２とか３０分の３ということで対象年を決定して

いる状況でございます。 
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  今回におきましても、当初の計画から検討時点におきまして、新たに統計年が増えましたの

で、トータルとして１０分の１であるのが昭和６０年ということは確認しているところでご

ごいます。 

○平山委員長 浜岡委員、よろしいでしょうか。（「はい」の声あり） 

  利水のほうは、大体１０年に１回の渇水に対応するような基準というのが普通に行われてい

まして、４０年のデータがありますから、その中で４番目をとったんですね。治水のほうは、

５０年に１回の洪水に対応するということなので、治水のほうはまだなかなか実際の社会の

要望に合うようなレベルには行っていないということも言えると思います。利水のほうは利

用者が毎年というか、１０年に１回ぐらい被害が出るのはしようがないけれども、それだけ

はきちっとやろうということで進めているわけです。 

  ほかに何かございませんですか。はい、どうぞ、奥村先生。 

○奥村委員 資産のところで、メッシュデータが平成１７年のものが入ったのでより詳しくでき

たというふうに書いてあるのですけれども、宮城県ですので、震災の後、沿岸部から人が入

って、例えばこれまでどちらかというと少し減る方向にあった人口や資産が増えているとい

う傾向はないのでしょうか。例えば、４ページの上の左側の流域の人口のグラフを見ますと

平成２２年まではほとんど横ばいのようです。また、産業別就業者数を見ると、働いている

方の数は 近は少し減っているというふうに見えるのですけれども、この後で震災の影響で

傾向が変わっていたりしないのか。あるいはさっきの浜岡先生への話では、データが怪しい

ので使えることを慎重にチェックするために時間が必要だということですが、その間に震災

の影響みたいなのものが起こっているのに、それを考えないことになってしまっていいのか

どうか、そこを確認したいです。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 先だっての３・１１の東日本大震災についてでございます

が、今、ご審議いただいている内容から外れますけれども、Ｂ／Ｃで確認をしてございます。

Ｂ／Ｃにつきましては、震災後のデータがございませんでしたので、今回、震災で津波の被

害があったところの資産を全くないものと仮定をいたしましてＢ／Ｃを算定してございます。 

  結果でございますが、今般１．１という数字が出ておりますが、これは２桁目まであらわし

ますと１．１０でございますけれども、津波で被災をされたところの資産がない、全くゼロ

と仮定したときのＢ／Ｃが１．０５という数字になってございました。従いまして、震災で

被災されてはいるんですが、Ｂ／Ｃという点では確認をしているところでございます。 
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○奥村委員 今の説明はわかりましたけれども、そうではなくて、宮城県の中で沿岸部からこう

いう内陸部へ人口移動が起きているはずなので、下流部の被災を受けたところの資産が減っ

ているのと同時に、反対に中流部のところで建物が増えている可能性もあるのですけれども、

その影響はないのでしょうかという質問です。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 そこのところにつきましては、今回の計算では沿岸域から

中流域にお移りになった方の人口、あるいは資産というものについて、計算はできておりま

せん。しかしながら、Ｂ／Ｃの観点におきましては、小さ目といいましょうか、より厳し目

の数字になっているというように考えているところでございます。 

○平山委員長 よろしいでしょうか、奥村先生。 

  そのあたりは、また環境についても筒砂子ダムのほうは今調査中ということで、さらに精査

をされると思うんですが、それとあわせて今のご指摘いただいたような点で考えていただけ

ませんでしょうか。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 承知をいたしました。 

○平山委員長 ほかに何か。成田委員、何かありますか。 

○成田委員 ありがとうございました。 

  生の意見聴取の意見を拝見しまして、補償についての意見というか、お願いが、非常に記載

が目立つところです。補償があるかどうかという議論は置いておいて、補償があった場合に

Ｂ／Ｃに対する総費用の中に含まれるとすると、その影響額とか、それによって変わってく

るという数値など、もしございましたら、もしくはお考えとか方針ございましたらお話しい

ただければと思います。 

○平山委員長 いかがですか。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 現時点におきまして、私どもの総合的な評価の結果を地元

の方々にご説明をいたしまして、その結果、ご意見をいただいているところでございます。

現時点におきましてはどういうことをしてくれ、あるいはどれだけの補償というような、そ

ういった具体的なものはございませんので、これから先、しっかり話を聞いてご理解をいた

だいていきたいと考えているところでございます。 

○平山委員長 どうぞ。 

○徳山局長 多分田川ダムの中止のほうの補償が所長は頭にあるので、そういうご答弁を申し上

げたんだと思いますけれども、もうちょっと一般論で言いますと、もちろん通常に想定され

る補償を織り込んでコストを見ておりますので、それで計算しておるところです。ただ、実
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際には、やってみますと、いろいろな交渉の過程で大幅に変わるということは、補償基準と

かがありますから、ないと思っておりますけれども、実際にはいろいろ変わることもあり得

るわけで、そのために事業評価は現在のところは３年たったらまた再評価をすると。そのと

きに、単価が変わっていたり社会情勢が変わったものを加味して、こういうダムのように長

期に時間のかかるものは 初で、もう何十年も同じので突っ走らないように再評価をすると、

こういう仕組みにはなっております。 

  特に所長が申し上げたのは、今難しいのは、今回、田川ダムを中止するということになった

ものですから、中止をするところの方、確かにダムが来る前提でその地域の例えばほかの社

会資本整備が「どうせダムで沈んじゃうんだから」というのがややあったかもしれません。

そういう面の補償もしてくれというお話がある。これはなかなか例のない非常に難しい、補

償基準にのらない問題でございまして、これは今回の若干不確定要素になります。所長が申

し上げたのはそっちですよね。（「はい、そうです」の声あり）それをきちっとご説明をし

て、県とそのあたりについてもお話をしていくと、こういうことを申し上げました。 

○河野委員 一般的には補償金というものは費用便益分析の中には入らないです。所得移転です

ので、ＡさんからＢさんにお金が移るだけですので、費用便益分析というのは世の中全体で

費用が幾ら、便益が幾らということを計算するので、補償金自体は、費用便益分析の中で考

慮する必要はないです。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  田川ダムのほうは、実際に土地を買ったりはしているんですか。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 現時点におきましては実施計画調査ということで、ダムの

建設の可否の調査でございますので、ダム用地もまだ確定してございませんし、用地買収等

は一切やってございません。 

○平山委員長 それでは、一応話をして待っていただいているというのと、地域の振興みたいな

のが少し遅れているというところに対する手当てが今後必要になってくるだろうということ

ですね。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 現時点におきましては、そこのところについて地権者の

方々からご要望といいましょうか、ご意見をいただいているということでございます。 

○平山委員長 ありがとうございます。意見をもう既にＢ／Ｃの問題とか地域からの意見聴取の

ところにも全般的な意見をいただいておりますが、先ほど浜岡委員からお話しありましたよ

うに、結局３８ページにある５つの案を提案させていただいて、３つのこの事業の目的を達
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することができる中で、どれがいいかということをいろいろな面からご議論いただいて１つ

に絞ったわけでございます。このあたりについて何かご意見ございませんでしょうか。コス

トの問題が一番大きな要因にはなっているようでございますが、あとその事業がどういう時

点で社会に効果をあらわしてくるかとか環境の面、あるいはいろいろな面からここで検討し

ているわけですが、そのあたりは何かご意見ございませんですか。はい、どうぞ。 

○河野委員 この５つの対策の中から１つに絞ったということで、普通こういうことをやるとき

には効率性の観点からということで費用便益分析をするんですが、今回、参考資料１－１の

３６ページに５案の比較がされています。５案の比較のところで、私の意見なんですが、Ｂ

／Ｃを比較して、今４．１ということで上から２つ目の案が一番いいということなんですけ

れども、Ｂ－Ｃという純便益を比較してみると一番上が４６０９、これは私が今、手で計算

したので間違っているかもしれないんですけれども、２番目が４６０８ということで、Ｂ－

Ｃで比較すると一番上の案のほうがいいんですね。 

  これをどういうふうに使うかというと、もし仮に１番目と２番目、どちらかをやるんだとい

うようなプロジェクトの場合には、Ｂ－Ｃが大きいほうが世の中に対して便益を与えていま

すから、純便益として上が採択されるんですね。Ｂ／Ｃで比較して、４．１だからこちらを

やるというのはどういうような理由になるかといいますと、国土交通省で持っている予算が

あって、その予算に対してどのプロジェクトから割り振っていくかということで、多くのプ

ロジェクトをざっと並べて、上から順番にやっていくとあるところで切られるんですが、そ

うすると一番予算を効率的に使うという方法で使うんです。なので、もし仮にそちらの後者

のほうで使うとすれば４．１で、確かにこちらをとっていいんですが、今、現状、皆さんが

話をしているのは、この５案の中でどれをやるかということだと思うんですね。そうすると

ちょっと微妙でして、４６０９と４６０８ですので値がほぼ一緒なんですが、誤差の範囲だ

と思いますけれども、厳密に言うと１番目の案がいいということになりかねないんですよ。

ということで、専門家としてはそういう意見を持ちました。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  何かご意見ございますか。 

○成田委員 もう少しご説明いただいたほうが。今のお話について、もうちょっと砕いてお話し

いただいてもよろしいかと。 

○平山委員長 先生、よろしいですか。 

○河野委員 Ｂ／Ｃということで、Ｂ割るＣで比較すると、Ｃに対してどれぐらいＢがあるかと
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いう比率でもって見ていますので、使うお金に対する便益の比率を見ているんですね。一方、

Ｂ－Ｃというのはどういうことかというと、Ｂというのは世の中にどれだけのインパクトで

ベネフィットがあったかと、Ｃというのはどれだけ費用を足したかということなんですが、

要するに世の中にどれだけベネフィットが 終的にあったかというのはＢ－Ｃのほうなんで

すね。だから予算をどういうふうに効率的に使うかを見るときにはＢ／Ｃでいいんですが、

世の中にどれだけのインパクトを与えたかはＢ－Ｃのほうですね。今ので見ると４６０９・

４６０８ですので、１案のほうが世の中には大きなインパクトを与えることになったんです

ね、たった１ですけれども、ということなので、その観点から見ると上のほうがよくなると

いうことになります。 

○平山委員長 先生、ここではコストが１，８００何億か出ているわけですよね。Ｂというのは、

なかなか難しいんだと思うんですよ。後のほうで出てくるＢ／Ｃはいわゆる河川事業に対す

るＢ／Ｃで、ここではかんがいのものもあるし、正常流量のことも全部含めたＢというのを

計算しなければならないんですが、その方式がなかなか今の段階ではしっかり定まったもの

がないというのがこの間のワーキンググループでの議論のような感じがしたんですが。 

○河野委員 そうですね。費用便益分析のやり方自身は問題が幾つかありますけれども、今、こ

このＢとかＣは一応全て考えられる、今現時点でマニュアルにある、考えられているものを

入れているのだとは思います。 

○工藤河川部長 この３６ページの資料でございますけれども、私ども事業の中の対策を選定す

るに当たりまして、やはり総費用が一番安い案が当然望ましいということで、筒砂子ダム規

模拡大と漆沢ダム既設の容量再編により田川ダム中止という方策が有利であるというふうに

考えるところでございますけれども、ただ、その際に効率性という観点で、安かろう、悪か

ろうというふうなことがあってはならないという、そういう問題意識がございまして、そう

いった観点からもこういったＢ／Ｃでチェックしてみたということでございます。 

○平山委員長 はい、どうぞ。 

○奥村委員 河野先生は完全な専門家なので、そういうこと説明になるだろうと思いますけれど

も、このダム検証の動きが出てきた背景を考えると、社会にどれだけインパクトがあるかと

いう観点が重要で、それが大きいと期待できる事業がまな板に乗っているのですが、一方で、

やはり効率的に事業を進めてほしいという国民の声があって、それに対応してどうするのか

ということが今回の議論に求められていることだと思います。今のことで言うと、そんなに

オーダー的に変わらない便益をかなり少ない費用で実現するもの選ぶことが求められている
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のではなかろうかと思います。つまり今の例ではＢ－Ｃが、１ぐらいしか違いがないのだか

ら、むしろＢ／Ｃの違いを見て、お金の使い方がより効率的な２番目の案のほうが妥当なの

ではないかと私は思います。それはそれとして、事前にちょっと説明をいただいたことです

が、この場でほかの方にもご披露いただいたほうがいいと思うので質問するのですけれども、

ここの流域に既に農水のための県が持っているダムがさらにあります。つまり、今議論の中

にのっている漆沢、筒砂子、それから田川のほかに、二ツ石ダムという県が管理している農

水のダムがあります。そうすると、既存のものをうまく使うという観点を考えると、このダ

ムの容量をうまく振り替えるとか、かさ上げをするとか、そのような今あるものを使うとい

うことが賢い方法ではなかろうかと感じるのですけれども、それがなぜだめなのかというこ

とについて、検討していただいた結果があれば説明いただきたいです 

○平山委員長 先ほどのＢ／Ｃの話がありますけれども、これはコストの観点から２番目の案が

いいというお二人の方のご意見があったということで、先生、ご了解をいただいてよろしい

でしょうか。 

○河野委員 １つだけ要望なんですが、私の要望というかこの２つ目の案なんですが、先ほど奥

村先生も言っていただいたんですが、確かに１番目と２番目のＢ－Ｃの大きさはほとんど変

わらないんですね。そういう意味で、総費用が安いほうを選ぶという案もあると。ただ、も

う一個要望は、今回、筒砂子ダムに規模を拡大するということで、筒砂子ダムを作る期間が

非常に長くかかっているんですね。それがために便益が出るのが非常に遅くなって、便益が

少なくなっているところがございます。だから１年でも２年でも早くするとＢ－Ｃが簡単に

上がりますので、ぜひとも計画を早目に進めてもらいたいというふうに思います。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  筒砂子の完成までスタートしてから何年かかる予定なのですか。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 建設に着手してから１８年の工程を考えてございます。 

○平山委員長 まだ調査が前段にあるんですか。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 その前段として調査を実施したいと思っています。 

○平山委員長 新たな先の話ですね。 

  はい、どうぞ。 

○工藤河川部長 今の河野先生のご意見につきまして、我々は問題意識を持っておりまして、こ

れはまさにいろいろな方策を講じて工期を短縮したいというふうに思っています。 

○平山委員長 スピードアップしてやっていただくようにすれば数値も改善できるようでござい
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ますので。ありがとうございました。 

  それでは、ダムのいろいろな組み合わせで、どうしてこれが選ばれるかというところについ

てお願いします。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 奥村委員のほうからご質問があった件でございますが、恐

縮でございますが、お手元に分厚い報告書（原案）というものがございます。そこの４－４

２ページをごらんいただければと思います。ページの紙の一番下に４－４２と出させていた

だいております。申しわけございません。 

  ご質問は、今回検証のダムが２つ、いわゆる計画中のダムが２つ、それから現地には既に出

来上がっているダムが２つあるという中で、その組み合わせについてどのように選定してい

ったかとのご質問だと思っております。 

  ４－４２のところに既設ダムの活用、検証ダムの再編による治水対策案ということで、どの

ようににして選んでいったかということをフローチャートといいましょうか、ツリー図でお

示ししてございます。 

  まず、左側の方でございますが、検証ダムの再編ということで、今申しましたように田川ダ

ムと筒砂子ダム、２つございますので、これをどっちにまとめたらいいかと、こういうこと

をまず検討してございます。 

  それから、右側の方でございますが、既設ダムの活用ということで、漆沢ダムと二ツ石ダム

がございますので、これを例えばかさ上げでありますとか、もしくは容量の再編ということ

で活用するのであれば、どっちがいいかということを検討しております。 

  まず、左側の対象ダムの再編といたしましては、先ほども説明資料でもご説明いたしました

が、筒砂子ダムの方に集約するほうが有利ということで、これで言いますと左から３番目の

ところ、コストが１，２００億と書いてございますけれども、これが一番有利でございます。 

  それから、右側の方の既設ダムの活用におきましては、二ツ石ダムの活用というものが大変

高くなっておりまして、漆沢ダムのかさ上げをする案がその中でも一番安いと、こういう結

論になってございます。 

  では、再編をして、なおかつ既設ダムの活用する案を両方やろうとなったときに、再編のほ

うの有利な案と既設ダム活用のほうの有利な案をやって、結果として筒砂子ダムへ集約して、

漆沢ダムの容量再編をやるというのが一番安いと導かれたというところでございます。 

  なお、１－１から１－５まで、ダムを活用する案という資料を３４ページにお示ししてござ

いますが、今回、原案を作成するに当たりまして、筒砂子ダムに再編・統合いたしまして、
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規模を拡大して、漆沢ダムのかわりに二ツ石ダムの容量を再編したらどうなるかを試算いた

しました。その結果、二ツ石ダムは構造的にロックフィルダムでございまして、その改造費

用が漆沢ダムよりもコスト的に掛かるということで、試算はいたしましたけれども、筒砂子

ダムと漆沢ダムの組み合わせにはコスト的に劣るという結果になっております。 

○平山委員長 奥村委員、随分いろいろなケースを組み合わせて、そこには百幾つあるんですか

ね。それを一々やってというか、大体はわかりますよね。２つ作るんだったら１つにまとめ

て、大きなほうにまとめようと。２つ新設のダムの話があって、そのほかに２つあるんであ

れば、その流量、ポケットの使い方をいろいろな組み合わせを考えて有効に使おうというこ

とで、検討結果がここに案として出ているんだと思いますけれども。 

○奥村委員 検討していただいた結果で今回の案が残されているということがよくわかりました

ので、それで結構です。単純に言うと、作る前だったら容量を変えるというのはある程度可

能なのですけれども、一旦作ってしまったものをさらに作り直して容量を上げるというのは、

そもそもそこにたまってくる水を集めてくる流域の面積の大きさなどに限りがあってなかな

か難しいんだということがよくわかりました。今回の筒砂子ダムは、まだ作る前の段階です

ので、容量の変更ができないかをもう一度検討してみたら、うまい答えが見つかったという

ようなご説明だと理解しました。よくわかりました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。はい、どうぞ。 

○成田委員 何度も申しわけありません。先ほど田川ダムの特別な費用を今回新たに、一般的で

はない費用、補償については一般的にはＢ／Ｃの中に入らないという今ご説明がございまし

た。今回の場合、資料の１－１の５つの案から選ぶといったときに、投資の経済性を計算す

るとか比較検討をするときに、１番目は、田川ダムはやりますけれども、２番目、３番目、

４番目、５番目については田川ダムについての補償が伴ってしまうという認識でよろしいの

でしょうか。総費用というときに、Ｂ／Ｃの計算上では入らないという大前提があるとする

ならば、国民的な感情としては、それでも一番 初の案よりも、機会損失として出てしまう

点を考慮すると、それをやってもなお２番目のピンクのラインのものがより有効で、コスト

も抑えているというところを知りたいと思います。いかがでございますか。 

○平山委員長 いかがですか。第２案以降は田川ダムはなしですよね。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 １－１以外の１－４、１－５、２、３は田川ダムはありま

せん。 

○成田委員 １－４、１－５、２、３は田川ダムなしで、補償等の別のコストがかかってくる可
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能性がありますという認識を私たちは持っている必要があるということでよろしいでしょう

か。 

○工藤河川部長 先ほど所長のほうから話がございましたように、田川ダムの地権者の方々から

要は補償というお話、それから地域振興というお話を今いただいているところでございまし

て、ただ、段階としまして、これはまだ対応方針は決定していませんので、まだ何とも申し

上げづらいところではございます。ただ、そこをどうするかということはまだこれから先の

話でございますけれども、これはちょっと誤解を招く可能性がございますけれども、雑駁に

申し上げますと、田川ダム自体でもともと用地補償で見込んでいた額というのは、オーダー

が今のこの総事業費と４桁違うぐらいの額でございます。そういった意味では、これは今の

比較という観点では差を生じるようなことではないというふうに思います。 

○成田委員 もう誤差の範囲かもしれないという認識でよろしいですか。 

○工藤河川部長 いやいや、額的にです。 

○成田委員 ですから、ここの選択するに当たっての影響を及ぼすようなことはないですという

認識でよいということですね。ありがとうございます。 

○徳山局長 さらに誤解のないようにですけれども、今の田川ダムをやる場合に係る用地補償の

話をしているんですか。（「はい」の声あり） 

  多分ご質問は、やめた場合に、やめたことによる補償というのが別途かかるんではないかと

いうことですよね。 

○成田委員 ええ。 

○徳山局長 彼が言った田川ダムをやる補償というのはもうかからないという前提にしておりま

すので、じゃやめたときにその補償が生ずるかということですけれども、もしもこの事業が

かなり進んで例えば用地買収もして、ダム湖に沈む村から高台の造成地に移転までしていた

だいて中止になったりすると、これは今度は生活が立ち行かないとか、実際に国として責任

を負わなければならない補償問題が生ずると思います。ただ、田川ダムの場合、まだ調査を

した段階でありまして、用地買収には全く取りかかっておりませんので、そういう意味で本

当に経済的にどれだけの損をかけたかを、今申し上げたようなケースのほどをはっきりと出

ないような範囲ではないかと思います。 

  ただ、ここから先は行政の補償基準で行うことというよりは、やっぱり世間の常識とか政治

的にいろいろ考えることだと思いますけれども、しかしながら、２０年間ずっと来るかもし

れないということで、いろいろ地元もご心配なさったり、そのために例えば家を改造するの
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をおやめになっていたというようなところについてどうするのかというのは、なかなか滅多

にないケースとしてあるかもしれないということでございます。ただ、その場合は、そうい

うことでそこまで進んでいた事業でないので、今回のいろいろな決定を覆すほどのことにな

るのではなかろうというような気はしております。 

○平山委員長 選択する場合の論点に余り大きな影響はないんでしょうけれども、１－１はそう

いう懸念はないけれども、１－４、１－５、２、３まではみんな平等にあるとのお考えで正

しいということです。 

  はい、北林委員。 

○北林委員 田川ダムをやめるということについて素朴な疑問がありまして、そもそも田川ダム

はどういうメリットが見込まれて調査計画の対象になったのか。奥村先生がおっしゃったこ

とと同じ類の質問なんですけれども、そこをお聞きしてみたい。 

  結果的には筒砂子ダムに合流させて拡大することでいいということにはなったけれども、そ

こに至るまでに何で２０年間もかかったのかという疑問があり、そもそもの所をお聞きした

いということです。 

○平山委員長 よろしいですか。はい、どうぞ。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 鳴瀬川流域の治水である洪水調節、それから利水としての、

新しい農業用水の確保、それと正常な流水の機能である川あるいは川の周辺の環境保持とい

う、この３つの目的を達成するためにプロジェクトをやっているわけですが、経緯的なとこ

ろを申し上げます。既にダムが２つできておりますが、漆沢ダムというダムがまず一つあり

ます。これを与条件として計画をするわけですが、その次に計画をしたのは何かとなります

と、筒砂子ダムを先に計画しております。筒砂子ダムを計画して、さらに時代の変遷と、あ

るいは目的がまた高くなったというようところを含めて鳴瀬川総合開発事業として田川ダム

を計画しています。田川ダムを計画するときは、既に出来上がっております漆沢ダム、さら

に先行計画の筒砂子ダム、これを与条件として計画したいう経緯でございます。 

  ところが今回、ダムの是非を検証するに当たりまして、先に計画を作りました筒砂子ダムも

時点といたしましてはまだ調査の段階ということで、田川ダムも調査の段階。では、２ダム

ともに調査の段階なので、しかも同一流域、近傍のところに２つのダムが計画されているの

であればこれを合同で検証して、いわゆる白紙に戻してここの先ほど申し上げた治水、利水、

流水の正常な機能の維持、この目標達成にはどういう方法がいいかという検討をしたという

ところでございます。それはもちろん、結果としてダムになりましたけれども、先ほど来ご
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説明いたしましたとおり、ダムによらない河道掘削でありますとか、あるいは遊水地、利水

におきましてもため池とか河道外調整池と、こういったあらゆる方策を検討したと、こうい

うことでございます。 

○平山委員長 県の計画である筒砂子ダムがありきで田川ダムの計画が国で作られたわけですね。

ところが県の事業がずっと遅れて今日に至ったと。まだ余り手はつけていないと。そこで、

両方まだ手をつけていないんだから、改めて全体で考えましょうということで今日に至って

いるということかと思います。 

○北林委員 ありがとうございました。 

○平山委員長 九戸委員は何かありますでしょうか。 

○九戸委員 今、途中のプロセスのところですね。 後のところでも大丈夫ですか。 

○平山委員長 後のところでも結構です。 

○九戸委員 ４６ページの対応方針の原案のところで、２段目「したがって」以下のところで

「直轄河川への事業効果に鑑み、鳴瀬川総合開発事業として調査を『継続』し、筒砂子ダム

建設事業を『中止』する」と書いてあるんですけれども、筒砂子ダムそのものはこれから鳴

瀬川の中で含まれて実施していくわけですね。なので、ここでまた「事業を中止する」と書

くのは日本語的に誤解を生むかと思いまして、鉤括弧をつけるのは、事業の名前のところに

「鳴瀬川総合開発事業」のというふうに鉤括弧がつくのであって、筒砂子ダムは含まれて事

業として実施されるんですよね。これを見ると、建設事業を中止するというふうにこの文章

で読めてしまうので、この表現を少しご検討いただいたほうがいいかなと思いました。 

○平山委員長 ありがとうございます。 

  以下のご意見は、対応方針のところでよく吟味させていただくことと致します。すこしお待

ち下さい。まず５案を１つに絞るというところについて何かさらにご意見があればいただき

たいと思います。はい、どうぞ。 

○浜岡委員 質問をさせてください。 

  資料１の３４ページで５つの案を図により示されているところですが、ここでそれぞれのダ

ムのところに洪水調節容量と利水容量という２つの記述があります。洪水調節容量とは、大

雨が降った際に下流域へ水を流さないためのもので、利水容量は、どちらかというと雨が降

らないときに水を流すものです。それらが足し合わさっているように見えますが、これでよ

ろしいでしょうか。どちらかが基準になり、ダムの高さなどが決まると思います。そのあた

りについて理解できませんでしたので、説明をお願いします。 
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  １４ページに「対策案の立案」と書かれているところで、目標流量が三本木地点で３，４０

０万m3/ｓとかんがいに必要な開発量など、いろいろあります。これがさきほどのダムのエリ

アで考えたときに、ダムにどれぐらいの水が蓄えられる必要があるか、もう少し説明いただ

きたいと思いました。 

  それで、今、５つの案の中から決めていますが、ダムの高さが変わると建設費も変わると思

いますので、確認したいという意味でもう少し説明をお願いします。 

○平山委員長 今のご質問に対して説明はいただきたいと思いますが、３４ページにも５つあり

ますが、 終的に総合的に比較したいのは３８ページの５つなんです。３４ページの５つは、

筒砂子を拡大して田川をやめようというための図なんですね、これね。数が同じなので紛ら

わしいですけれども。 

○浜岡委員 制約条件がもう少しわかるとよいのですが。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 それでは、ご質問にお答えいたします。 

  まず、ダムでございますけれども、今、委員ご指摘のとおり利水の容量とそれから洪水調節

の容量がございまして、洪水調節につきましては下流の氾濫防御のためにあけておくポケッ

トでございます。それから、利水容量につきましては、逆に下流に農業用水等を補給するた

めのに必要な水をためておくポケットということです。それぞれ機能が違いますので、おの

おのの容量を足し算したものがダムの大きさとなってまいります。 

  また、３４ページの図がございましたけれども、利水容量の中を２色で使い分けているとこ

ろがありますけれども、例えば筒砂子ダムにおきましてもオレンジでお示ししているところ

と、それから薄い緑色でお示ししているところがあります。オレンジのところにつきまして

は、これまでの既得の権利を持っていらっしゃる方のかんがいの分でありますとか、川の維

持流量ということで、流水の正常な維持と申しましたけれども、川のための水、そういった

ものをため込むエリア。それから薄い緑色のところには改めてダムに参画する農業用水のエ

リアというように使い分けをしております。いずれにしても基本的には利水の容量と洪水調

節の容量を足したものがダムの大きさということです。 

○浜岡委員 済みません、お話を聞きながら意味を理解できました。つまり、例えば７月で、場

合によっては田んぼに水が必要なのに足りない状況が起きてはいけないためある程度の水を

ためておく、ただ、７月に台風が来ることもあり、大雨で川が氾濫するとよくないため、蓄

えるための容積も用意しているということで、両者を足し算で見るということですね。私が

思っていたのはそれぞれ背反することと思っていましたが、実際はそうではなくて足し算だ
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ということ、よくわかりました。 

○平山委員長 そのほかに５つの総合的な対策案につきまして、何かご意見ございませんでしょ

うか。 

  今までの皆さんのご意見を伺っておりますと、一応費用的な面が一番大きなポイントにあり

まして、あと、いつ効果が発現するかとか、土地の取得がどうなるかとか、環境面でどんな

問題があるかとかいろいろありましたけれども、コストの点、それから地域の要望の強さと

いうことが一番の主要な点になって、第２案がよろしいのではないかというご意見というふ

うに思いますが、そのような結論でこの部分はよろしいでしょうか。（「はい」の声あり）

ありがとうございます。 

  それでは、一応さまざまな選択肢を検討した結果、第２案のによって取水、かんがい、それ

から正常流量の３つの目的を達成するということでご了解いただけたことに致します。次に、

この案につきましてＢ／Ｃ、それから答申の文章ですか、先ほど九戸さんからご意見があり

ました。そのあたりについてさらにご意見をいただきたいと思います。はい、どうぞ。 

○奥村委員 先ほど九戸委員がおっしゃったことと全く同じことを感じていて、実は先にお伺い

していたんですけれども、やはり筒砂子ダムは結果として作るのであって、今の原案の第１

部分の３行目までに「筒砂子ダム規模拡大と」と書いてあるのは書いてあるのですが、第２

文だけを読むと、「２つの事業を統合して、そして鳴瀬川総合開発事業として調査を継続し、

筒砂子ダム建設事業を中止する」というふうに見えます。そうすると、「結果として筒砂子

ダム建設事業をやらないのか」というふうにも読めてしまう。 

  もう一つちょっと気になっているのは、本来、鳴瀬川総合開発事業は国の事業で、括弧つき

の「筒砂子ダム建設事業」というのは県の事業ですが、我々のこの委員会は整備局の委員会

で、県の委員会ではないので、筒砂子ダム建設事業を中止することが妥当かどうかというこ

とは我々の権限で書くべきなのかどうかというのがよくわからない。もしこれを書かないの

でいいのであれば、「したがって」のところに例えば筒砂子ダム建設事業を加えた形で鳴瀬

川総合開発事業の調査を継続しというように書いていただいたほうがいいのではなかろうか

と思うんです。だから、結果としては後半の「筒砂子ダム建設事業を中止することが妥当」

という文章は要らないのではないかと私は思うんです。 

○平山委員長 多分県のほうと国のほうで協議をしながらこれまで進めてきたんだと思いますけ

れども、お互いがこの対応方針を読んで、県のほうでも理解してもらえるようなことになっ

ているのかどうか、そのあたりも大変大切な視点だと思いますが、事務局で何かございます
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か。 

○稲葉鳴瀬川総合開発調査事務所長 先ほどもご説明申し上げましたが、ダム検証を流域、近傍

のダムということで県と合同で進めてまいりまして、いわゆる形という意味では筒砂子ダム

を拡大し、田川を中止するという一つの形が合同の検証の結果、出てまいりました。これま

で検証の対象になっていた２つの事業につきましても密接ということから、２つの事業を含

めた対応方針の原案を本省に報告をするべきものと考えているところでございます。 

  また、奥村委員がご指摘のとおり、本委員会につきましては整備局の委員会でございますの

で、国のいわゆる鳴瀬川総合開発事業についてのご意見をいただくものというのは重々承知

しております。したがいまして、ご意見につきましては、そこのところのご意見をいただく

ことになると思いますが、対応方針（案）ということにつきましては、これまで合同で検証

し、密接不可分の事業という中で２つの事業を記載して本省に報告したいと考えているとこ

ろでございます。 

  また、文言の表現のところでございますが、使い方としては、筒砂子ダムの規模拡大という

形は現在の筒砂子ダムと当然違ってまいりまして、現在の筒砂子ダムを建設している事業は

中止をすると、こういう意味で文言としては使わせていただいていたところでございます。 

○平山委員長 奥村委員がおっしゃったのは、確かに、この委員会としては県の委員会の権限ま

でに立ち入るようなことはやらないほうがいいのでないかということかなというふうに思い

ますが。 

○奥村委員 先ほどの検討のフローから言うと２つの検討を一緒にやれと言われて、その結果の

報告書も一緒のものとして、一体のものとして出しますね、でも、やはりわかりにくいです。

だから「したがって」以下のところは、例えば鳴瀬川総合開発事業はこうしたいというのを

１文で切ってもらって、そして現在の筒砂子ダム建設事業は中止することが妥当であるとい

うのを第２文として、２つの文章に分けていただけませんか。例えば第１文のは、鳴瀬川総

合開発事業のことで、内容を見直しながら調査を継続すること、それが１つの結論ですよね。

また、現在の県による筒砂子ダム建設事業を中止することも１つの別の結論ですよね。それ

らを１文にまとめてしまっているから、鳴瀬川総合開発事業は継続するんだけれども、その

中に「筒砂子ダム事業」が入っているのか入っていないのかわからないような書き方になっ

てしまっています。この報告で２つの事業に対しての結論を出すんですから、１つ目の事業

についてはこれ、２つ目の事業についてはこれ、というふうに分けて２文で書いていただい

たら間違いないと思いますが、いかがですが。 
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○平山委員長 九戸委員の意見もそういうことに触れたと思いますけれども、いかがですか、事

務局。 

○工藤河川部長 ただいまのご意見は、直轄河川の事業評価に鑑み、鳴瀬川総合開発事業として

の調査を継続することが妥当と考えられると。そこで一回切って、現在の筒砂子ダム建設事

業を中止することが妥当であると考えられるというような書き方と。 

○奥村委員 この報告書に求められているのは、２つの事業に対してどうするかということを諮

問されて、それに対する答えがこの文章ですよね。タイトルも２つ並んでいるわけですよね。

結論は１文目は上の事業については「継続する」、２つ目の文は、下の事業については「中

止する」ですよね。両方書きたいんですよね。両方書きたいんだけれども１文にまとめてし

まっているので、継続するはずの筒砂子ダムが、上の文章のほうに入っているようには見え

ないのです。だから「したがって」以下のところを今おっしゃっていただいたように２つに

分けてはどうでしょうか。鳴瀬川総合開発事業は調査を継続します。それが結論ですね。そ

して現在の筒砂子ダム建設事業は、小さ過ぎる規模でやっている事業ですから、現時点で中

止しますね。だから、このことがよくわかるように文章を２つに分けていただいたらいいん

じゃないかなと思います。 

○平山委員長 事務局、いかがですか。中身的には全然変わりないのだと思いますが、表現の方

法で間違いなく伝えられる答申にしたいということですが。 

○徳山局長 今、大変重要なことをご指摘いただきまして、中身は２つございましたね。１つは、

まずこの委員会の本来の業務として、ここまで書けるのかどうかということです。 

  この２つのダムは同じ流域にある一体不可分のダムでございまして、今回もここまで３年間

の検証は一体でやっておりました。そういう意味で、本来であれば両方の委員会合同でおや

りいただくと一番すっきりしたのかもしれません。ただ、日程の問題ですとか、それぞれの

要綱の問題などでそのようにいかなかったものですから、両方の事務方で諮った上で、おっ

しゃるとおり表紙は連名で、両方で、宮城県でも同じこの資料で通していただいて中央に上

げていくと、こういうプロセスで考えております。そういうことでありますので、その部分

は両方でよしと、こういうことであれば、それぞれの要綱の世界で成立するというふうに理

解をしたいと思っているわけであります。 

  修文につきましては、確かにややトリッキーで、物理的な筒砂子ダムは残すんだけれども、

予算費目としての筒砂子事業はやめると、こういう内容なわけですね。ですから、これだと

ちょっとトリッキーですので、そのご指摘がこれだけあったことも踏まえて少し修文を考え
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たいと思います。 

  ただ、この場で完全で決め切れませんで、県のほうとの調整と本省のほうとも調整をさせて

いただきたいと思いますものですから、趣旨は今のようなことで、完全に委員の皆さんの趣

旨は理解したつもりでございますので、県とも調整をさせていただいて、 終案を委員長も

しくは必要なら委員の方にご説明させていただいて、 終の結論にさせていただくと大変あ

りがたいと思います。 

○平山委員長 今、局長のほうからそういうお話がありました。県のほうと相談の上、文案をわ

かりやすく書きたいということでございますので、ご了承いただけますでしょうか。（「は

い」の声あり） 

  そのほか、何かご意見ございませんでしょうか。（「なし」の声あり） 

  なければ、このダム検証の過程につきまして、一連の資料が出されました。この検証の進め

方についてご了承をいただけるということであれば、これをもって案にさせていただいて、

局長から大臣のほうに上げていただくという手続に入りたいと思いますが、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。ではそのようにさせていただきます。 

  それでは、休憩に入ります。 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 時間がまいりましたので、会議を再開したいと思います。 

  先ほどの終盤のところで、対応方針の文案につきましてたくさんの委員からご意見をいただ

きましたので、県のほうと調整をいたしまして、局長のお話にありましたように調整をいた

しまして新たな文案で、でも内容を変えることなく、わかりやすい表現にしたいということ

でご了解をいただいたわけですが、そのチェックを、委員長に一任して頂いていいですか。

（「はい」の声あり）それでは、委員長一任ということにさせていただきます。 

 

 ・鳥海ダム建設事業 

○平山委員長 それでは、次の案件でございます。子吉川の鳥海ダム建設事業の説明をお願いし

たいと思います。 

○小松鳥海ダム調査事務所長 それでは、説明させていただきます。 

  鳥海ダム調査事務所の小松と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

  説明に先立ちまして、先ほど鳴瀬川総合開発のほうでご説明いたしましたけれども、資料の

構成等は同じになってございます。先ほど一度ご説明したところは、時間の関係もございま
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すので割愛させていただきますことをご了承いただきたいと思います。 

  それでは、資料の２及び参考資料２－１に基づきましてご説明をいたしたいと思います。 

  資料２の２ページでございますが、こちらのほうには構成、評価の流れについて書いてござ

います。 

  ４ページでございます。子吉川の流域の概要でございます。 

  子吉川でございますが、秋田・山形県境の鳥海山が源流でございます。下流に石沢川、ある

いは芋川等の支川を合流しながら日本海に注ぐ幹線流路延長が６１キロ、流域面積が１，１

９０平方キロの河川でございまして、流域の中心地は由利本荘市、人口約９万人の都市でご

ざいます。 

  ５ページをお開きいただきたいと思います。 

  子吉川の現状と課題についてご説明したいと思います。 

  子吉川流域の降雨特性でございますが、右側の上のほうの図にございますように上流部は鳥

海山麓に位置しております。降水量が鳥海山麓を中心に多くなっておりまして、子吉川流域

全体を見ますと、支川よりも子吉川本川での洪水が多くなっているという状況でございます。 

  また、子吉川本川沿川には人家あるいは農地が多くなっておりますが、このような中で、河

川につきましては堤防は比較的整備されておりますけれども、河川の断面が確保されておら

ず、流下能力が低いというふうな状況にございます。また、一方、支川のほうでございます

が、大規模な河川改修が行われましたり、それから河道の特性上、近年大きな洪水被害が発

生していないということから、子吉川本川の治水対策が必要になっているというふうな状況

でございます。 

  ７ページをご覧いただきたいと思います。 

  子吉川の治水の現状と課題についてご説明したいと思います。 

  過去の洪水被害の実績でございますが、記憶に新しいのは、平成２３年６月２４日に発生し

ました梅雨前線に伴う洪水でございます。この洪水では、管理区間２４キロございますが、

そのうち１５キロ区間におきまして計画高水位を超えまして、市街地上流部の２カ所で堤防

が決壊、５カ所で堤防を越え氾濫いたしました。このために、真ん中の写真に描いてござい

ますが、青く着色している部分でございますけれども、家屋の床上あるいは床下浸水、多く

の農地の浸水被害が発生してございます。 

  ８ページをご覧いただきたいと思います。 

  こうした治水上の課題に対しましてどのような目標で取り組んでいるかということを記載し
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ております。 

  平成１８年３月に策定されました河川整備計画では、戦後 大の洪水で、確率規模的には４

０年に１度発生する洪水の規模に相当いたします昭和２２年７月洪水が再来いたしましても

床上浸水等の重大な家屋被害が発生しないことと、水田等農地につきましても浸水被害を軽

減するということを目標にして整備を進めているところでございます。 

  これに対しまして、現状を見ますと、洪水に対する安全度といたしましては、５年に一度程

度発生する洪水に対しまして安全な状態に過ぎません。堤防につきましてもほぼ整備されて

おりますが、一部無堤区間、あるいは堤防の高さや幅が足りない、そういうところもござい

ますし、河川の断面積も特に市街地周辺で不足している状況でございます。そういうことか

ら、昭和２２年７月洪水が発生した場合には、市街地を中心に甚大な被害が発生すると想定

されます。 

  ９ページをご覧いただきたいと思います。 

  これを詳細にあらわした資料でございます。河川整備計画の河川改修に加え鳥海ダムを整備

するということによりまして、被害軽減効果を左側の表と右の写真にお示ししてございます

が、家屋に加えまして、市内のこれら重要なインフラの被害も防ぐという目標で整備を進め

ているという状況でございます。 

  １０ページをご覧いただきたいと思います。 

  鳥海ダム建設事業の効果ということでございますが、平成２３年６月の洪水時に、仮に鳥海

ダムがあった場合の洪水調節効果を試算したものでございます。水位は、左側の横断図をご

らんいただきたいと思いますが、石沢川が合流する前の明法地点で約１メートル低下いたし

まして、計画高水位を超過する区間も、写真の上のほうにございますが、１５キロから下の

ほうの約８キロに減少します。また、浸水面積でも約３００ヘクタールから９０ヘクタール

と、約３分の１に軽減されるというふうに想定されております。 

  次に、利水の現状と課題でございます。１１ページをご覧いただきたいと思います。 

  子吉川流域では、これまでも何度も渇水被害に見舞われてまいりましたけれども、平成２４

年に発生しました大規模な渇水の状況についてご説明いたします。 

  上水道の状況でございますが、由利本荘市の上水道の水源のほとんどは左側の地図にござい

ます黒森川貯水池に依存してございます。左下のグラフにございますように、満水時の貯水

量は２２０万トンに対しまして、利用可能な量が昨年の場合は約半日分の１万トンまで低下

するという状況になりました。また、簡易水道でも水源が枯れる被害が発生いたしましたし、
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農業用水でも河川の流量の減少に伴う塩水遡上によりまして 大３４日間、河川から取水が

できなくなったというふうな状況でございます。 

  １２ページをご覧いただきたいと思います。 

  水道用水の新たな水源確保の必要性ということでご説明いたします。 

  先ほどご説明しましたように、右側の円グラフにございますが、黒森川貯水池に約８割を水

源として依存してございます。この貯水池ですが、もともと農業用水用のため池でございま

して、場所も台地上で、さらに流入する河川もございません。このために融雪の時期、ある

いは梅雨期以外は水がたまりにくいという状況でございまして、右下のグラフにございます

ように、利用可能量がほぼゼロになった年が過去にも３回ほどございます。 

  また、簡易水道につきましても湧水あるいは沢水、井戸水、こういうものを水源にしてござ

いますが、渇水時に水源が枯渇するなどの被害が発生。一方で、写真にございますように施

設の老朽化が進んでいるということから、水道事業の経営上の理由として、平成３５年まで

に上水道に統合するという計画でございます。これらのことから、黒森川貯水池の補完と簡

易水道を水源転換する必要性から新規に水道水源を開発する必要があるという状況でござい

ます。 

  １３ページをご覧いただきたいと思います。 

  流水の正常な機能の維持についてですが、基準地点となっております宮内地点、これは河口

から１１キロ付近にございますけれども、下のグラフにございますが、流水の正常な機能の

維持に必要な流量、これを確保できていない日数がこれまでも多くございます。こうなりま

すと、先ほどもご説明しましたけれども、塩水遡上が発生いたしまして、農業用水や市の清

掃センターがございますが、取水ができなくなります。これに対処するために、農家ではポ

ンプで用水を反復して利用したり、あるいはさらにこれを番水でしのぐということで対応し

ているという状況でございます。また、河川でも流量が減少しますと、下の写真にございま

すように、瀬切れが発生して魚などが遡上あるいは下降ができなくなる等の環境への影響が

生じております。 

  １４ページでございますが、ダムの利水容量の確保の考え方についてご説明したいと思いま

す。 

  河口から１１キロ地点にあります宮内地点を例にとりましてご説明いたしますが、図１でご

ざいます。緑の線でございますが、新規利水や流水の正常な機能の維持に必要な流量を示し

てございます。これに対しまして、青の線でございますが、平成元年の河川の流量を示して
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ございます。緑の線と青の線の間の赤で着色している部分が必要な流量に対して不足してい

る部分を示してございます。 

  図の２でございますけれども、図の１で算出しました日々の不足量、これを年間で合算した

もので、この数字を見ますと約２，４００万トンを示してございます。 

  下の図の３でございますが、図２で算出しました不足量を河川流量が豊富なときには貯留し

て、不足しているときには補給するという運用計算をして得られたダムの容量を示してござ

いまして、目標としては１０年に１回の渇水に耐えられる量を確保することとしておりまし

て、新規利水も含めますと１，８００万トンの確保容量が必要になるということでございま

す。 

  次に、治水と利水、それぞれに対してどのような目標で検討を行ったのかということを１６

ページに書いてございます。治水対策案につきましては、河川整備計画の目標と同じ二十六

木橋地点で２，０００m3/ｓでございます。また、水道につきましては、利水参画予定者に確

認した新規開発量の日当たり２万９，３９０トンでございます。流水の正常な機能の維持対

策につきましては、河川整備計画の目標と同じ宮内地点でおおむね１１m3/ｓを目標にしてご

ざいます。 

  １８ページでございます。治水方策を検討するに当たっての進め方でございますが、先ほど

の説明と同じでございますが、方策としては子吉川の場合は１８方策適用可能ということで

ございます。 

  １９ページでございます。これで得られました対策案については、絞り込みのポイントも同

じでございますけれども、結果といたしましては、ダム、河道掘削、遊水地、それから既設

ダムの活用、この４方策を組み合わせた案を抽出してございます。 

  それから、新規利水と正常流量のほうでございますが、２０ページでございます。これも同

じでございまして、子吉川に適用できる方策としては１１方策ということでございます。 

  ２１ページでございますが、絞り込みのポイントも先ほどと同じでございます。結果といた

しまして６方策でございますが、ダム、ため池、堰、河道外調整池、ダムの再開発、それか

ら地下水、この６案を抽出してございます。 

  総合的な評価に入らせていただきますが、２４ページから個々の案についてご説明をいたし

たいと思います。 

  初に、治水対策の現計画でございますが、冒頭にもご説明しましたとおり、鳥海山麓は降

水量が非常に多いということで、洪水調節効果が大きい場所として現在の箇所に計画してい
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るものでございます。治水計画の目標を達成するために鳥海ダムの洪水調節とそれから河道

掘削で対応するということで計画してございます。 

  ２５ページをご覧いただきたいと思います。 

  次に、河道掘削案でございますが、鳥海ダムのかわりに、その分、河道掘削のみで対応する

ものでございます。写真、あるいは横断図で示してございますが、青く塗っている部分は鳥

海ダムで調節後、残りの部分を河道掘削で対応するもの。それから、ダムの代わりにさらに

赤で塗っている部分を掘削するということでございます。この場合に全体的に掘削量が多く

なりますが、さらに特に市街地部につきまして、河川ぎりぎりのところまで市街地が迫って

おりますので、川幅を拡幅することは難しいということで、川底を掘削せざるを得なくなり

ますが、そうしますと流れが緩くなりまして、またすぐに土砂が堆積してしまうという可能

性が高くなります。そういう観点から、断面を維持するというのが課題になるということで

ございます。 

  ２６ページ、遊水地でございます。鳥海ダムのかわりに遊水地を作って洪水調節をするとい

うことでございますが、遊水地は地形的に子吉川中流部では約８カ所が考えられます。遊水

地内で現状の地形のままで耕作することを前提とした場合には、洪水調節効果は１００m3/ｓ

でございまして、目標の４分の１の効果しか期待できません。これを目標まで効果を確保し

ようとしますと遊水地内を大規模に掘削する必要が生じまして、大幅にコストが増大すると

ともに、農地としての利用も難しくなるという状況でございます。 

  ２７ページの既設ダムの活用案でございます。これは黄色の枠で囲ってございますが、支川

の芋川上流にございます大内ダムをかさ上げし洪水調節をして、残りの分については河道掘

削をするというものでございます。大内ダムの流域面積は非常に小さいということと、それ

から芋川が子吉川の河口から４キロ付近で合流しておりますために、洪水調節効果の得られ

る区間が非常に小さいということで合理的ではないというふうなことでございます。 

  ２８ページでございますが、ダムにかわる治水対策について、これまで３つの方策について

ご説明いたしましたけれども、それをまとめましたものがこれでございますが、治水対策と

いたしましては実現性あるいは効率性、こういうことを考慮しますと、鳥海ダム案とそれか

ら河道掘削案での対応が考えられるというふうに考えてございます。 

  続きまして、利水対策でございます。先ほどご説明しましたように、水をためるというふう

な観点でいきますと、鳥海ダムで必要な容量として１，８００万トンという量が必要だとい

うことでございます。 



-41- 

  ３０ページのため池でございますが、左側の地図に書いてございますように、子吉川流域に

は３２９基のため池がございます。右側の真ん中の断面図にございますように、特に大規模

なため池につきましてはこれまでかさ上げを繰り返してきておりまして、さらにかさ上げを

行って必要水量を確保するということは困難であるということでございます。 

  それから、３１ページの堰の案でございます。子吉川そのものはかなり急勾配の河川でござ

いまして、階段状に堰を設置いたしましても、必要量の１，８００万トンに対しまして約３

００万トンという量しか確保できません。ということで、必要水量を確保することは困難だ

というふうに考えてございます。 

  それから、３２ページの河道外調整池でございます。１，８００万トンを確保するには約５

７０ヘクタールの農地を約５メートル掘削する必要がございます。また、この面積でござい

ますが、由利・矢島地域の水田面積の約２７％に及ぶということで、実現性には乏しいと考

えてございます。場所としましては、左側の地図の赤で塗られた部分でございますが、地形

的に考えまして、こういうところが候補地になっているということでございます。 

  それから、３３ページの既設ダムの再開発でございます。ここには大内ダムとそれから小羽

広ダムという２つのダム、これは農地防災のダムでございますが、２つのダムで掘削あるい

はかさ上げをいたしまして開発できる可能な量としては１，１００万トンほどございます。

約６０％ぐらいになります。ただ、この水を必要なところは子吉川本川でございますので、

子吉川本川のほうに導水する必要が生じますことから、コスト的にも困難ということでござ

います。 

  それから、３４ページでございます。地下水でございますが、地盤沈下など周辺への影響も

懸念されますし、それから現在でも簡易水道で地下水を利用してございますが、水量と水源

の不安定さによりまして、市のほうでは上水道に転換を計画しているところでございます。

こういう中で、地下水に依存しても必要水量を確保することは困難ではないかということで

ございます。 

  ダムにかわる利水対策として、５つの方法がございましたけれども、それをまとめましたの

が３５ページでございます。ただいまご説明しましたように、水をためるという点におきま

しては、鳥海ダム案が他の方策に比べて実現性の面で有利であるというふうに考えてござい

ます。 

  ３６ページをご覧いただきたいと思います。 

  これまでご説明しましたように、治水対策におきましては河川整備計画を含めて２つの案が
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考えられました。一方で新規利水対策、それから流水の正常な機能の維持対策の面ではダム

を活用する案が有利となりましたので、これらを総合的に評価いたしますと、鳥海ダム案が

も有利というふうな総合評価の結果となったところでございます。 

  また、下のほうにコストの比較がございますが、コスト的にも約５００億ぐらい安くなると

いうふうな状況でございます。 

  ３７ページのほうに、 有力案になりました２つの案につきまして、時間軸やそれから実現

性、環境等の評価軸ごとの評価の結果をまとめてございます。 

  時間軸で見ますと、安全度あるいは効果につきましては、いずれの案もダムの効果は１０年

後は発現できませんが、２０年後に発現できるというふうなことが想定できます。 

  それから、実現性でございますが、鳥海ダム案につきましては土地所有者等に、あるいは利

水参画予定者への調整はある程度進んでございますが、河道掘削案の専用ダムについては説

明を行っていないという状況でございます。 

  それから、水環境につきましてでございますが、いずれの案も水温上昇、これは貯水池の中

でございますけれども、水温上昇が考えられます。そのために選択取水設備等の対策が必要

と考えられます。ただ、貯水池の富栄養化につきましては概略検討でございますが、ないも

のと想定しております。また、河道掘削案につきましては、河床を掘削する計画でございま

すので、塩水遡上の範囲に変化が生じるものと考えられます。 

  生物の多様性の確保、あるいは流域の自然環境への影響につきましては、いずれの案も影響

を与える可能性があるので、環境保全措置が必要と考えられております。 

  それから、河道掘削案につきましては、掘削規模が現計画よりも非常に大きくなりますので、

規模に応じた環境保全措置が必要というふうなことでございます。 

  あとは、景観でございますが、上流に鳥海国定公園、あるいは法体の滝という景勝地がござ

います。こちらのほうの影響は、考えられないという状況でございます。 

  続きまして、費用対効果についてご説明したいと思います。 

  ３９ページをご覧いただきたいと思います。 

  算出に当たりましては、ダム形式をロックフィルダムから台形ＣＳＧダムに見直しまして、

さらに河道条件はダム完成時点として、また、資産データを 新のＨ１７年版として算出い

たしました。その結果、全体事業では１．８、それから残事業で見ますと１．９となってご

ざいます。また、感度分析の結果でございますが、残事業、残工期、資産をプラスマイナス

１０％で試算いたしました結果、いずれも１．７から２．０の範囲に入っているという状況



-43- 

でございます。 

  また、平成２２年度に実施いたしました事業再評価の費用対効果でございますが、右側の参

考の２の下のほうに書いてございますが、全体事業で１．４６となっております。 

  なお、算出に当たりまして、河道条件につきましては鳴瀬川と同じでございますが、試算デ

ータにつきましては、次の４１ページをごらんいただきたいと思いますが、左が平成７年の

メッシュデータで、右が平成１７年のデータでございます。平成１７年は、先ほどの説明が

ございましたけれども、資産が小さい単位のデータに変更になったことから、２５０メータ

ーメッシュに反映できるようになっております。今回の子吉川のケースでございますが、右

の写真、赤で囲んでございますけれども、川に近い側に資産が集中しておりますために、便

益が増えたという状況でございます。 

  あと、先ほどＣＳＧダムというご説明しましたけれども、４２ページのほうに概略のイメー

ジを描いてございますので、ごらんいただければというふうに思います。 

  それから、４４ページのほうに意見聴取の実施状況を書いてございます。これは冒頭にご説

明したとおりでございますが、参考資料の２－１の２３ページから２４ページでございます。

これは秋田県、あるいは由利本荘市等の検討の場での意見、あるいは２４ページは利水参画

予定者からの意見でございますが、いずれもダム建設が妥当というふうな肯定的な意見をい

ただいております。 

  ２５ページのパブリックコメント等の意見でございます。いろいろご心配いただいている意

見がございまして、ご説明したいと思いますが、パブリックコメントでは１２件ほどご意見

をいただいております。 

  その中で、ダムに対する賛否についての意見でございますが、上から６つ目のポツでござい

ますけれども、「活火山である鳥海山の山腹にダムを建設することは危険極まりなく、噴火

した場合にダム本体が破壊され、その水が一気に下流域に流れ込めば甚大な被害は誰でも想

像ができる」と、こういうニュアンスの意見でございます。これに対しましては、鳥海山の

火山噴火に伴って発生する土砂災害に対して、被害をできる限り軽減することを目的とした

「鳥海山火山噴火緊急減災対策砂防計画」、これは現在、検討しておりますが、この中で、

降灰後の土石流あるいは融雪型の火山泥流等に対して、ダム提体の挙動、あるいは大規模災

害に対する対応を検討するということにしております。 

  それから、一番下のポツでございますが、「鳥海ダム建設に伴う河川水量の取得で、本来、

河川に流れ出る水量が失われる」というふうな意見をいただいております。 
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  このご意見に対しましては、動植物の生息・生育環境が流量の減少によって大きく変わると

想定される瀬においては、渇水時においても生息・生育条件を保つことのできる一定量以上

の流量を確保することが必要であるというふうに考えてございます。 

  それから、２６ページでございますが、電子メールあるいは回収箱でいただいたご意見の中

で、上から３つ目でございます、「慣行水利権である農業用水の水利権を見直すことが利水

問題を解決に導く」というふうなご意見をいただいております。 

  慣行水利権は、取水施設の改築あるいは土地改良事業の実施等の機会に、許可水利権のほう

に切り換えを行っておりまして、子吉川本川を見れば、取水量の９割以上が既に許可水利権

となっておりまして、取水量も適正に管理されているのではないかというふうに考えてござ

います。 

  それから、２７ページでございますが、意見発表でございます。意見発表者は１名でござい

ました。いろいろなご質問なりご意見を出されておりますが、６つ目のポツで、「堤防の未

施工や暫定が――これは暫定堤防という意味合いだと思いますが、暫定が３４．７％もある

と。堤防の安全性不備も３７．１％ある。なぜ今まで行われていないのか」というふうなご

意見でございます。 

  子吉川の治水事業でございますが、人口あるいは資産が集中している地区の整備を中心にや

ってきてございます。特に由利本荘市街地においては、本格的な治水事業の進捗によって洪

水被害の軽減に効果を発揮してきたところですというふうに回答してございます。実際には

安全性不備というところは、浸透対策のことを指しているようでございますが、既に由利本

荘市沿川の市街地部分は全て終わっているというふうな状況でございます。 

  それから、２８ページでございますが、学識経験を有する者からのご意見でございます。上

から３番目の秋田大学名誉教授の小笠原先生からでございますが、「ダム事業の実施に当た

っては、ダム上流にある牧場や酸性水が流入する支川、プランクトン等も含めた水質の影響

について総合的な検討が必要である」というふうなご意見をいただいております。 

  これに対しましては、環境アセスメントの方針あるいは内容、また、その事業進捗に合わせ

た環境への適切な配慮事項についてこれから検討してまいりますし、それから新たに環境調

査等も行いまして現状把握を行って、必要に応じた適切な対応が図れるような検討をこれか

らやっていきたいというふうに考えてございます。 

  それから、秋田高専の金先生のほうからは、「ダム建設で消失する森林については、ＣＯ２

固定のような森林の多面的機能の消失をデメリットとして、他の案と比較して評価する必要
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がある」というご意見をいただいておりますが、今あるデータの制約の中で評価軸ごとの評

価で、例えば河道外調整池案、あるいは地下取水案、こういうところでは取水に使用するポ

ンプの電力使用に伴うＣＯ２の排出量の増加が想定されるというふうに評価してございますが、

こういうふうな形で現在も考慮しております。ということでございます。 

  続きまして、 後でございますけれども、対応方針案でございます。４６ページをごらんい

ただきたいと思います。 

  検証対象ダムの総合的な評価、あるいはパブリックコメントでいただいたご意見をさらに関

係地方公共団体の長、関係利水者、こういうところからいただいたご意見を踏まえまして原

案を作成してございます。一番 後の下に書いてございますが、対応方針（原案）でござい

ますけれども、読ませていただきますが、「『ダム事業の検証に係る検討に関する再評価実

施要領細目』に基づき、検証に係る検討を行った結果、鳥海ダム建設事業については『継

続』することが妥当であると考えられる」ということにしてございます。以上でございます。 

○平山委員長 ありがとうございました。 

  大体検討のフローは前のと同じでございまして、 終的に２つの案の比較になるわけですが、

その過程では数多くのものを対象にして立案していただいて、それを絞り込んできた過程が

説明されたわけでございます。 終的な結論は、現在の案でございます鳥海ダムの建設案が

も適当だという結論になっておりますが、全般につきましてご意見をいただきたいと思い

ますが、いかがでしょうか。九戸委員、ありますか。 

○九戸委員 昨年見せていただいた場所ですよね。 

○平山委員長 そうです。 

○九戸委員 ため池が渇水でかなり底が見えていた。今年もまた同じような状況にあると思いま

す。一番 後の部分、４６ページの対応方針は、さらりと、継続することが妥当であるとか

考えられると書いてありますが、関係地方公共団体からも、また関係利水者からも一日も早

くという、これは関係者は常套句として用いるとはいうものの、現状の渇水ですとか集中豪

雨ですとかを考えると、やはり一日も早いというのが事業として皆さんが望むところではな

いかなと、するっと流すよりは一言あってもいいと思いました。 

○平山委員長 これはダム検証の対応方針にそういうことが入っていいのかというようなことで

しょうけれども、確かに子吉川は、先ほどの川に比べても非常にまだ治水レベルが低いです

ね。それに去年拝見させていただいたところでも渇水のほうもですね。 

○九戸委員 現場を見てやはり大変だと思いましたので。 
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○平山委員長 これはどういうふうにしたらいいですか。事務局で何か提案ないですか。本省に

答申するときは、重々そういうスタンスを伝えてはいただきたいと思いますが、局長、これ

は文章的には無理ですか。 

○徳山局長 私どもが直接上げるのに、一日も早くというのはなかなか書きにくい気がいたしま

すので、ぜひ地方公共団体等からそういう強い要望があったことを、あるいは委員さんから

も現地調査の結果、そのようなご意見があったことを伝えるということで今のところは伝え

ていきたいと思います。 

○平山委員長 我々見学させていただいたときの印象がかなり強烈だったんですね。ぜひそうい

う地域の意向が東京にも伝わるようにご配慮いただきたいと思います。 

  ほかに何かございませんか。はい、どうぞ。 

○遠藤委員 細かいですが、本文４６ページ、対応方針の（原案）というところを読ませていた

だきましたが、パブリックコメント、関係住民及び学識経験者を有するものから・・・・と。

この「学識経験者を有する者」というのはちょっとまずいかなと。その下の文章も、パブリ

ックコメント、関係住民及び学識経験者を有するものから・・・・と、こちらの本文にも書

いてあるんですね。ですからあえて申し上げました。 

  それから、普通、報告書では、事業の投資効果（費用対効果分析、Ｂ／Ｃ）とあらかじめ書

いておくべきです。文章の中ではＢ／Ｃとは書かない方がよいと思います。専門家に言葉で

説明するときはいいんだけれども。 

  それから全体の話ですが、普通、国に出す報告書には概要版があるじゃないですか。概要版

だけで内容がわかるように書いてあって、そこから各部分に説明させていただきますってや

るんだけれども、今回は概要版はないんですね。自分の経験から、国から委託されて報告す

るときは、概要版を作って、それから本文と資料を作って説明しているんですけれど

も・・・、なければこれで結構です。 

○平山委員長 説明資料で一応概要にするつもりかと思いますが。 

○工藤河川部長 これだけではわかりづらいという意味で、今回説明資料をつけました。 

○遠藤委員 わかりました。こちらの様式どおりであれば結構です。 

○平山委員長 前段の語句の部分ですね。 

○小松鳥海ダム調査事務所長 てにをはにつきましては、委員のご指摘を踏まえまして修正させ

ていただきます。ありがとうございました。 

○平山委員長 ほかに何かございませんか。間庭委員、何かございませんか。 
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○間庭委員 ありません。 

○平山委員長 浜岡委員、どうぞ。 

○浜岡委員 参考資料２－１で説明された２７ページの報告書（素案）に対する関係住民からの

意見で、幾つか説明がありましたが、説明されなかったところで２つ目のポツですが、集中

豪雨や多大な被害の後でダムの治水に限界があるという大分否定的な意見を書かれている人

がいます。それで、このような意見を持っていらっしゃる方にもしっかりと説明していくと

いうのが重要ではないかなと思います。 

  資料２の３７ページで、ダム案と、ダムは作りますが河道掘削のエリアを広げるという案を

比べていて、どちらかと考えたときに、先ほどのダムに頼らずという意見を考えると、河道

掘削案をもう少しすべきではないかと考えると思われます。今回、建設費を見ますと１，２

００億円と１，６９０億円という違いがありまして、鳥海ダムの計画はよろしいということ

になります。ただ、河道掘削を早くから行う、もしくは広範囲に行うと効果の出現が高いと

思われます。そうすると、１０年後、２０年後においても鳥海ダム案よりもベネフィットが

出るかもしれません。先ほど鳴瀬川総合開発のほうでは、代替案全て、５つの案全てについ

てＢ／Ｃのチェックをされていましたが、ここでもそのようなチェックをされたほうが良い

と思います。恐らく、現計画のほうが良いと思われますが、ただ、そういう確認もしっかり

していると、このような意見に対しても説明できると思います。ですので、参考資料の中に

記載されているかと思いましたが、記載がありませんでしたので、そのような補足もしっか

りと準備されていると、批判的な意見に対してもしっかり答えられるのではないかと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

○平山委員長 ありがとうございます。何かありますか。 

○小松鳥海ダム調査事務所長 ありがとうございます。 

  参考資料の２－１の２２ページをごらんいただきまして、説明しませんでしたけれども、先

生からご指摘いただきました部分につきまして、鳥海ダム案とそれから河道掘削案も一応試

算をいたしまして、こんな結果になってございます。先生からご指導いただきましたように、

しっかりこれから説明してまいりたいというふうに考えてございます。 

○浜岡委員 済みません、ありがとうございます。 

○平山委員長 ほかに何かございませんでしょうか。（「なし」の声あり） 

  なければ、お諮りさせていただきたいと思いますが、鳥海ダム事業に関するダム検証、定め

られた進め方でやりまして、 後にありますような対応方針の原案、これが出されましたけ
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れども、これにつきまして委員会としてご了解をいただいた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す。それでは、そのようにいたします。 

  なお、鳴瀬川の筒砂子もそうだと思いますし、鳥海もそうでございますが、事業が早く進行

するように、ぜひご配慮をいただきたいということが１つ。 

  それから、 初にワーキンググループの報告の中でもございましたけれども、Ｂ／Ｃの算定

につきまして、多目的ダムトータルとしての省庁にまたがるようなやつは計算方式がうまく

すり合わせていないので、出ていないようなことがありまして、そこはぜひ、我々が判断す

るときはやはりトータルで考えて、国交省の事業だけでなくて、特に多目的ダムの場合はそ

ういうような評価に至るように検討を進めていただきたいな、それを委員会のコメントとし

てお願いしたいと思います。 

 

４．今後の審議の進め方について 

○平山委員長 それでは、２件のダム検証が終わりましたので、４番の今後の審議の進め方につ

いてを少し意見交換したいと思います。 

  それで、これは局長のほうからお話をいただけるんですか。よろしくお願いします。 

○徳山局長 せっかく全国の委員長会議もお開きいただいて、この審議の進め方とか事業評価の

方式等について問題意識等をいただいたところで、熱いうちにぜひ打って改善点までいきた

いと思っております。ただ、今日もちろんその議論をする時間もございませんが、そういう

方向でぜひやりたいという意見表明をさせていただきたいなと思うんです。 

  いずれにしましても、新年度からの委員の方が今回たくさんいらっしゃいますので、まずは、

次回までには間に合いませんので、やり方を見ていただいて、今日はやや特殊回でしたから、

問題意識を深めていただいて、新鮮な目でも見ていただいて、その後から間に合うものから

改善を入れていきたいと思っております。来年からとか延ばさず、今年度後半から少しずつ

でも変えていきたいと思っているわけです。 

  ヒントは２ついただいているなと思っておりまして、１つは全国の委員長会議で議論の結果

を委員長から前回教えていただきましたけれども、例えばＢ／Ｃの貨幣換算できる価値にや

や偏重しているというお話がございまして、それ以外の価値をどう評価するかとか、あるい

は５年サイクルで見直すものを３年サイクルにして、その分の安全度は上がっているんだろ

うと思いますけれども、社会情勢の変化が少ないものがたくさんかかってくると、そのめり

張りをどうするかというご議論をご提示いただきました。あるいは大震災などのとき、この
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東北のケースでは、今日も一部そういうのがございましたけれども、データが必ずしも新し

いものがない場合に少し保留というような選択肢もあるんではないかというようなご意見も

いただいたりしております。これらのものも一つのよりどころ、取っかかりとして改められ

る項目だろうと思います。 

  もう一つは、東北のこの委員会の実態ですけれども、実は去年３１事業を評価いただきまし

て、６回委員会を大変お手数をおかけしております。今年は実は４２事業で、もう１１増え

るものですからますますお手数をおかけするんですが、去年の３１事業のうちめり張りをつ

けるということから、従来からやらせていただいております重点事業１７、半分強ですね。

要点事業と言っている、やや簡略にさせていただく分を１４ということでやらせていただき

ました。ただ、今回いろいろな意見をいただいたものを少し子細に分析をしてみましたら、

白熱したといいますか、意見をいろいろいただいたのは、５件が特にいただいたわけです。

５件の内容を見てみますと、当然のことでありますけれども、Ｂ／Ｃが１に近いようなもの

についてはやはり真剣なご議論をいただきました。もちろんＢ／Ｃが３とか４であれば、多

少のことがあってもアローアンスであるということだと思います。 

  もう一つは、条件変化の大きなもの、事業費が大幅にこの３年の間に増えたものとか、道路

で言うと将来交通量で社会情勢のほうが大幅に増えたというような前提で計算しているもの

について厳しく吟味をいただいたりしております。そういう意味で、条件が変わったものと

か、やはり慎重にやらないとＢ／Ｃが１に近いようなもの、こういったものは時間をかけた

と。逆に言うとそういうものには十分時間がまだかけられていない、あるいはそこから派生

するいろいろな改正のヒントになるようなご議論ももっといただきたかったなと思っている

わけです。逆に、重点事業に選ばれたものの中でもそれほどの議論にならなかったもの、あ

るいは要点事業についても同じ手間をかけて資料を作ったりしているものですから、その辺

もめり張り、県の意見まで同じように聞いたりしておりまして、全体として骨抜きになって

いると言われたくないんですけれども、めり張りをつけるというのもあるという気がいたし

ております。 

  そのような委員長会議のご提示いただいた問題意識と、それから本東北の委員会の去年の実

態などを見ながら、次回以降少しご議論いただいて、直せるものから直して、労働を確保す

るだけが目的ではありませんけれども、本当に議論すべき事業にたくさん時間が割けるよう

にしたいと思っております。その意見表明だけさせていただいて、そんなことでいかがかと

いう感じを伺った上で、次回から少し準備をしたいと思っております。 
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○平山委員長 ありがとうございます。今、局長から進め方につきましてご提案というか、検討

したいというお気持ちを頂きましたけれども、委員の皆様、何かこれにつきましてご意見ご

ざいますでしょうか。（「なし」の声あり） 

  ワーキングなんかの機会に発言をいただいてもいいと思いますし、委員長会議の全国的なト

レンド、それから昨年の我々の進め方等を反省しまして、たたき台みたいなものを作って、

それを見ていただく、また意見をもらう機会を作ろうということも考えているんですが、結

局、次回に新たな提案をさせていただいて、意見を頂いて決めることができれば、その次の

回から新しい方式で進めることが可能となります。そんな進め方でよろしいでしょうか。

（「はい」の声あり） 

  それでは、局長、どうも提案ありがとうございました。 

  それでは、以上をもちまして、次第に沿った委員会は全部終了でございますが、本日の議事

概要を取りまとめなければいけません。それでは、５分間休憩にいたします。 

 

     〔休 憩〕 

○平山委員長 それでは、準備ができましたので、委員会を再開したいと思います。 

  本日の議事概要でございますが、お手元にお配りしているところでございます。読んでいた

だけますか。 

○司会 それでは、議事概要の前振りの部分は省略いたしまして、事業審議についての読み上げ

をさせていただきます。 

 １．事業審議について 

  ・ダム事業 再評価 審議結果 

  ①鳴瀬川総合開発事業 

  鳴瀬川総合開発事業の「継続」については妥当である。 

  対応方針（原案）は、鳴瀬川総合開発事業の「継続」と、筒砂子ダム建設事業の「中止」は

別の文章に分ける等、県の行政評価委員会の意見もふまえて、わかりやすい文章に修正する

こと。 終的な文章の修正は委員長に一任する。 

  なお、以下の意見があった。 

  １）総合的な評価について 

   ・Ｂ／ＣよりもＢ－Ｃ（純益）を 大化する方がよいという考え方もある。筒砂子ダムは

時間がかかるため、純便益を上げるうえからも早期の事業進捗に努めてもらいたい 
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  ２）費用対効果分析について 

   ・震災による沿岸部から内陸部への資産の移動について今後把握していく必要がある 

  ②鳥海ダム建設事業 

  鳥海ダム建設事業の「継続」については妥当である。 

  なお、以下の意見があった。 

  ・否定的な意見を持たれている方に対しては事業の説明をしっかりと行っていくこと 

  ・用語の使い方について検討すること 

  ・鳴瀬川を含め、子吉川の事業が早く進捗するように配慮されたい 

  ・特に多目的ダムのような事業では、国土交通省事業だけでなくトータルでの評価を検討す

ること。 

 ２．今後の審議の進め方について 

   事務局より、今後の審議の進め方について説明があった。 

   次回審議の重点化についての議論を行い、合意ができた場合は次々回から反映させる。 

  以上でございます。 

○平山委員長 いかがでしょうか。 

  「否定的な意見を持たれている方に対して」、こういう場合についてとかなんかと「方」で

はないほうがいいような感じがしますし、「されたい」というような断定調な言葉、いろい

ろまざっているから、これはてにをはの部分ですので、ちょっと事務局で見直しをさせてい

ただいて、私が確認させていただきますので、その部分の修正についてはこの場で発表する

ことはご容赦願いたいと思います。 

  ほかに何かございますか。 

○成田委員 鳴瀬川総合開発事業の「なお」以下のところのコメントの、総合的な評価について

の部分で、Ｂ／ＣのＢ－Ｃは（純益）というご記載がございますが、これは正しいという認

識でよろしいですか。（「純便益」の声あり）そうすると、その下の行に書いてある純便益

というところと一致するという認識で。そこをご検討いただければと思います。 

○平山委員長 それでは純益を純便益へ修正いたしましょう。そこだけの修正でよろしいですか。 

○成田委員 よろしいと思います。 

○平山委員長 はい。ここは訂正をお願いします。 

○九戸委員 済みません、つまらないところですけれども。 

○平山委員長 はい、どうぞ。 
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○九戸委員 ダム事業再評価審議結果、①が鳴瀬川で、筒砂子ダムもここに書かなくていいんで

すか。これも検証したんじゃないですか。（「おっしゃるとおり」「ここに書いてあるよう

に２つ書くとか」の声あり）済みません、という意味です。 

○平山委員長 ２つ書いたほうがはっきりしますというか、そういう過程を通ってきたわけです

から、よろしいですか、つけ加えること。それでは、そこに筒砂子ダム建設事業、それを入

れてください。 

  今の件と、それから純便益のところは直していただきます。 

  それから、下のほうの「以下の意見」のところも、私が見て、修正をお願いいたします。 

  ほかはよろしいですか。（「なし」の声あり）それでは、審議の内容につきましては、この

案で、今直したものを含めて了承されたということにさせていただきます。 

○間庭委員 済みません、この書き方ですけれども、上が①鳴瀬川になっているところに「なお、

以下の意見があった」と載っていますね。これは結構だと思うんですが、②の下にも「なお、

以下の意見があった」の中に、鳴瀬川も含めてというのが混在しているように思うんですが、

本来であれば上に書かれるべきことではないかと。子吉川について早く進捗というのは、こ

こで妥当だと思うんですが。 

○平山委員長 それでは、両方に入れましょうか。 

○間庭委員 鳴瀬川についてはこちらにに入るのはおかしいかなと思います。 

○平山委員長 はい。 

○奥村委員 早くしてくれについては、上のほうは１）の中の本文中にもう純便益を上げるため

に早くしてくれと書いてありますから、下のほうの「鳴瀬川を含め」というのが要らないの

ではないでしょうか。 

○平山委員長 それでは、下のほうの「鳴瀬川を含め」は取りましょう。 

  ３点、今現在で修正をしていただきました。これでよろしいですね。（「はい」の声あり）

それでは、意見がないようでございますので、そのように審議概要をまとめさせていただき

ます。 

 

６．閉 会 

○平山委員長 以上をもちまして、平成２５年度第２回東北地方整備局事業評価監視委員会を閉

会いたします。 

  どうもありがとうございました。 
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〇司会 長時間のご審議、ありがとうございました。 

  これをもちまして閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 


