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1．開 会 

 

【事務局（植村）】  それでは、委員の方が全員おそろいになりましたので、始めさせて

いただきます。本日は大変お暑い中、またお忙しいところ、ご出席いただきましてありが

とうございます。 

 ただいまより、第５回夷隅川流域委員会を開催いたします。 

 本日の司会、進行を務めさせていただきます千葉県夷隅地域整備センター調整課の植村

と申します。よろしくお願いいたします。 

 初めに、委員の委嘱につきまして、事務局より報告させていただきます。 

 まず初めに、前回まで座長を務められました元千葉工業大学教授、高橋彌様から、体調

不良を理由に辞意が表明されました。 

 そこで、河川にかかわる学識経験者としまして、今回から座長にお願いいたしました木

更津工業高等専門学校環境都市工学科の石川雅朗先生をご紹介いたします。 

 石川先生におかれましては、同校にて河川工学の教鞭をとられるとともに、河川におけ

る魚道や魚類の生息環境を研究テーマとしてご活躍中でございます。また、夷隅川水辺空

間整備検討委員会幹事や、夷隅川及び養老川魚介類調査のアドバイザーなど、多くの県内

河川における計画や環境に関するご指導、ご助言をいただいているところでございます。

石川座長には、後ほどごあいさつをちょうだいしたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

 それでは、夷隅川流域委員会規約第３条に基づき、委員の任期は２年とし、再任を妨げ

ないとなっておりますことから、前回、第４回流域委員会の委員の皆様で、引き続き委員

を務めていただく方々、また、今回の委員会より新たに委員を務めていただく方々もいら

っしゃいますので、委員全員をお手元の名簿順に紹介させていただきます。名簿は、黄色

いファイルの２枚目の後ろ側に記載しております。 

 座長、石川様。 

 学識経験者といたしまして、千葉県水産総合研究センター内水面水産研究所主席研究員、

梶山様です。新委員です。 

【梶山委員】  梶山です。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  夷隅川土地改良区嘉谷地区実行委員、浅井様。 
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【浅井委員】  浅井でございます。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  夷隅中部土地改良区理事長、吉野様。 

【吉野委員】  吉野と申します。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  夷隅川漁業協同組合参事、近藤様。 

【近藤委員】  近藤でございます。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  地域住民代表といたしまして、勝浦土地改良区副理事長、菅根様。 

【菅根委員】  菅根です。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  大多喜町議会議員、江澤様。 

【江澤委員】  江澤です。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  元夷隅町区長会長、高野様。 

【高野委員】  高野です。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  御宿町農業委員、石井様。新委員ですが、本日は所用により欠席で

ございます。 

 いすみ市議会議員、半場様。新委員です。 

【半場委員】  半場です。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  いすみ市住民代表、渡辺様。 

【渡辺委員】  渡辺です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（植村）】  田口様。 

【田口委員】  田口です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（植村）】  石野様。 

【石野委員】  石野です。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  関係自治体といたしまして勝浦市、藤平市長。本日は所用により、

都市建設課の守澤課長が代理出席です。 

【藤平委員代理（守澤）】  守澤です。よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  いすみ市、太田市長。 

【太田委員】  よろしくお願いいたします。 

【事務局（植村）】  大多喜町、田嶋町長。 

【田嶋委員】  よろしくお願いいたします。 

【事務局（植村）】  御宿町、井上町長。本日は所用により、建設環境課の井上課長の代

理出席です。 
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【井上委員代理（井上）】  よろしくお願いします。 

【事務局（植村）】  以上１７名でございます。 

 各委員のお手元には委嘱状を用意してございますが、この紹介をもちまして委嘱式にか

えさせていただきたいと思います。なお、委員の期間は、本日より２年間となっておりま

すので、よろしくお願いいたします。 

 後に、事務局の代表を紹介させていただきます。 

 夷隅地域整備センター所長、佐久間。 

【事務局（佐久間）】  佐久間です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（植村）】  大多喜ダム建設事務所長、田丸。 

【事務局（田丸）】  田丸です。よろしくお願いいたします。 

【事務局（植村）】  河川整備課長、佐藤。 

【事務局（佐藤（正））】  佐藤でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

【事務局（植村）】  以上でございます。 

 続きまして、本日の資料確認をさせていただきます。 

 まず、事前に送付させていただきました資料の確認をさせていただきます。資料を忘れ

た方は挙手をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 まず、黄色の紙ファイルに、委員会議事次第、委員会規約、委員会名簿、同じくそのつ

づりに、資料１として夷隅川水系河川整備計画（案）について、資料２といたしまして、

第５回夷隅川流域委員会資料、夷隅川水系河川整備計画（素案）。資料３といたしまして、

大多喜ダム事業についてです。 

 それから、本日、お手元に配付してあります第４回夷隅川流域委員会意見用紙等による

一般からの意見・見解、座席表、傍聴にあたってのお願い、ご意見・ご感想などをいただ

く意見用紙、以上でございます。 

 また、一般傍聴される皆様には、座席表、傍聴にあたってのお願い、河川整備計画につ

いてのご意見・ご感想などをいただく意見用紙と委員会資料一式です。以上を配付してお

ります。 

 本日、一般傍聴される皆様におかれましては、この委員会でのご意見は、発言こそでき

ませんが、この意見用紙により提出することができますので、ご理解とご協力をお願いい

たします。 

 それでは、資料をもとに、委員会次第に沿って進めさせていただきます。 
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2．挨 拶 

 

【事務局（植村）】  それでは、会に先立ち、事務局を代表いたしまして、夷隅地域整備

センター所長、佐久間より開会のあいさつを申し上げます。 

【事務局（佐久間）】  ただいまご紹介をいただきました夷隅地域整備センター所長の佐

久間でございます。 

 第５回夷隅川流域委員会の開催に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げます。 

 本日は、公私ともに大変お忙しい中、今回から座長にご就任いただきます木更津工業高

等専門学校の石川先生をはじめ、太田いすみ市長、田嶋大多喜町長、さらに各委員の皆様

のご出席をいただき、第５回夷隅川流域委員会が開催できますことを厚く御礼申し上げま

す。 

 近年、地球の温暖化が急速に進んでいるとよく言われます。ゲリラ的な大雨や超大型台

風の発生や襲来など、大きな被害をもたらす異常な天然現象が多発しております。当夷隅

地域におきましても、先月の台風４号では、１時間に１０５ミリ、日雨量４００ミリに迫

る猛烈な雨に見舞われまして、浸水家屋が発生したり、直接の流域ではありませんが、い

すみ市の岩船地区等では、民家の裏山が崩れ、家が崩壊するなど、大変深刻な、大きな被

害が出たところであります。 

 このがけ崩れにつきましては、がけ崩れが起きた当初から、地元いすみ市さんの協力を

いただきまして、急傾斜地の対策工事が少しでも早く行えるよう、現況の調査など、本課

の指導を得て一致協力して進めてきており、現在、県予算の確保、並びに国への事業実施

の要望をしているところであります。 

 夷隅川水系につきましても、４０カ所以上で護岸が破損したため、国の補助を受けての

災害復旧事業を予定しております。夷隅川流域は洪水に襲われやすい河川でもありますの

で、当委員会で整備計画をまとめていただきまして、なるべく早く事業化を進めてまいり

たいと考えております。 

 今回の委員会の議題につきましては２件を予定しております。１件目は、夷隅川水系河

川整備計画（案）についてであり、第４回での審議の内容を踏まえて、再度ご審議いただ

くものであります。 

 ２件目でございます。大多喜ダム事業についてでございます。ダム建設の共同事業者で
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ある南房総広域水道企業団の事業再評価についてと今後の対応についてであります。 

 限られた時間ではございますが、委員の皆様の忌憚のないご意見をいただきたいと考え

ておりますので、よろしくお願い申し上げます。 

 甚だ簡単ではございますが、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。よろ

しくお願いします。 
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3．座長挨拶 

 

【事務局（植村）】  続きまして、石川座長よりごあいさつをいただきたいと思います。

座長、よろしくお願いいたします。 

【石川座長】  ただいまご紹介にあずかりました木更津高専環境都市工学科の石川と申

します。よろしくお願いいたします。 

 まず初めに、夷隅川の委員会を仰せつかって、高橋先生の後ということで、十分に皆様

の期待にこたえられるかどうかわかりませんけれども、頑張っていきたいと思いますので、

よろしくお願いします。 

 夷隅川、ニュース等でしか知り得ていないんですけれども、先月、台風に伴って災害な

どがあって、被災された方もいると伺っております。お見舞い申し上げます。 

 私、河川環境の研究を続けておりまして、現地を随分歩いてまいりました。夷隅川のほ

うも、千葉県内の河川、たくさん歩いて回らせてもらいました。やはり現地を見て得られ

たものをここで生かしていければなと思っております。実際にその場所を見て、またまち

自体、川だけではなくて、まち自体も見て、よい川づくりをしていくと、そういうことが

大事だと思います。時間はすごく短いんですけれども、多分、１０年ぐらいですか、その

１０年間をしっかり押さえていくと、１００年後、またその先にいい川がこの国に残ると

思います。皆さんのいろんな意見を伺わせていただければと思っております。 

 以上であいさつにかえさせていただきます。 
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4．議 事 

 

4-1 議事（１）「夷隅川水系河川整備計画（案）について」 

 

【事務局（植村）】  それでは、議事に入りたいと思います。議事の進行は、委員会規約

第３条により石川座長にお願いいたします。座長、よろしくお願いいたします。 

【石川座長】  では、次第に従って進めていきたいと思います。先ほどの資料の順に事

務局から説明していただきたいと思います。 

 まず 初に、議事（１）の夷隅川水系河川整備計画（案）について、事務局、ご説明を

お願いいたします。 

【事務局（東條）】  私、夷隅地域整備センターの調整課の東條と申します。よろしくお

願いいたします。 

 まず１点目、夷隅川流域委員会の経緯ということで、ざっと経緯を説明させていただき

ます。 

 第１回の流域委員会ということで、平成１３年１０月２５日に実施いたしました。内容

につきましては、夷隅川及び流域の概要について。夷隅川の河道整備に係る課題について

ということでございました。 

 第２回が平成１７年３月８日でございます。平成１６年台風２２号による洪水被害とそ

の対応について、大多喜ダム事業についてということが議題でございました。 

 第３回は平成１７年６月１７日に実施いたしました。議題といたしましては、大多喜ダ

ム建設事業の事業再評価、落合川災害関連事業の改修計画というものでございました。 

 第４回が平成１８年３月１０日でございます。大多喜ダム建設に係る環境調査の概要、

落合川災害関連事業の改修計画、夷隅川の改修方針ということでございました。 

 ということで、今回、夷隅川第５回の委員会となるわけでございます。 

 まず 初に、第４回の流域委員会の宿題に対する回答ということで、その点から進めさ

せていただきたいと思います。 

 ４回の委員会において、桑田堰、固定堰でございますけれども、この堰が洪水に対して

影響があるのではないかと。どのぐらい影響があるのかといったこと。それから、高潮と

かいった潮がどのぐらい洪水に対して影響があるかということでございます。２番目とし
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て橋梁による洪水の影響。３番目が、河川整備による被害軽減効果についての検討といっ

たものでございます。 

 桑田堰による水位影響量調査ということで、まず１点目から進めさせてもらいたいと思

います。 

 桑田堰につきましては、夷隅川の下降から約６.２キロメートルの地点に桑田堰がござい

ます。この検討に当たりまして、桑田堰というものは固定堰ということで、この堰の上流

で農業用水を取水しております。海からの塩分が上流に上がらないように、潮どめ堰の役

割をしています。しかし、固定堰であることから、洪水時に上流側に著しい悪影響を与え

るのではないかと懸念されることから、潮位の大小により検証しました。 

 河口の潮位といたしまして、過去１０年間 大潮位、ＴＰと書いてございますが、標高

１.２０７メートル。平成１６年１０月の洪水の潮位が標高０.３０７メートル。過去１０

カ年、 小の潮位が標高マイナス１.２６２メートルでございます。 

 これを検討するに当たりまして、河川流量として過去の水の量を、通常時の場合は５０

立法メートル・パー・セカンド。平成１６年台風２２号のときの洪水流量として１,０００

立法メートル・パー・セカンドという条件で検証してみました。 

 まず、通常の水で５０立法メートル・パー・セカンドが流れ、 小潮位マイナス１.２６

８メートルのケースであります。堰がある現状時と、もし堰がなかった場合について、堰

直上流、約１.７キロメートル上流の桑田水位基準点、そして約９.３キロメートル上流の

万木橋において水位を比較してみました。通常時は堰があるわけでございまして……。 

 済みません、パワーポイント、前の画面を見ていただけたらと思います。 

 まず、通常時、普通のときに５０トンが流れていますよといったときに、上流３ポイン

トにおいて、あるときとないときでどのぐらい水位が上昇するのかということで、水位を

検証してみました。 

 堰直上流では０.８７５メートル。桑田水位基準点では０.３１１メートル。それから、

万木橋においては０.１０８メートル、現状の水位がある状態では水位が上昇するという計

算結果に至りました。 

 次に、同じく通常の水量で 大の潮位１.２０７メートルのケースでございます。 大潮

位高は桑田堰で、桑田堰が今そこにございますけど、堰の高さは標高１.０７メートルです。

それから、 大潮位というのが先ほど言いましたように１.２０７メートルですから、０.

１３７メートル、１３センチ７ミリ潮のほうが高いという状況でございます。 
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 このときに、堰があるときとないときでどうなるのかということで計算してみたところ

が、堰直上流では０.０４９メートル、４センチ９ミリ。桑田水位基準点では約０.０３７

メートル、３センチ７ミリ。桑田水位基準点では０.０１５メートル、１センチ５ミリ。現

状の堰あり状態では、水位がこのように上昇するということになりました。 

 続きまして、今度は通常時から洪水です。平成１６年洪水のときどういう状況だったか

というと、平成１６年洪水の１,０００立法メートル・パー・セカンドが流れ、 小の潮位、

マイナス１.２６８メートルのケースでございます。堰直上流では０.１１５メートル。桑

田水域基準点は０.０５８メートル。桑田水位基準点では０.０１８メートル。現状の堰あ

り状態では、水位が上昇することになったという計算結果が出ました。 

 次に、同じく１６年１０月洪水に１,０００トンが流れ、 大潮位１.２０７メートルの

ケースであります。 小潮位と同じような値が出たんですけど、堰直上流では同じく０.

１１５メートル。桑田水位基準点では０.０５８メートル。桑田水位基準点０.０１８メー

トル、現状堰あり状態では水位が上昇するという結果になりました。 

 この結果をまとめてみますと、通常の水の量が流れているとき、桑田堰が与える水位の

影響量は大きいです。逆に言えば、通常時においては潮どめの効果があること。潮位が高

くなるほど影響が小さくなります。下の桑田堰と同じような海の潮が上がるわけですから、

その分、あるとき、ないときでは影響が小さくなります。 

 それから、平成１６年１０月の洪水のときの量が流れているときについては、桑田堰が

与える水の影響量は小さくなります。河道の水位が潮位よりかなり大きいため、潮位の影

響を受けないという結果になりました。 

 今説明したのが桑田堰と潮位の関係で、洪水に対してどういう影響を及ぼすかというこ

とを、水理計算しまして、検証してみたところでございます。 

 次に、橋梁が水位に与える影響についてということで万木橋げたの水位への影響という

ことで、万木橋というのは、河口から１５.６キロメートル上流にある橋でございます。万

木橋は、橋げたが低く、平成１６年１０月洪水でも、橋まで水がつかりましたと。万木橋

のけたは、河道の水位をどれだけ上昇させたのか。橋げたがある場合と、橋げたがない場

合の断面で、同じく水理解析をして検証してみました。 

 その結果、橋の直上流で約３センチ、４キロメートル上流で約２センチでありました。

橋げたによる水位の影響は微小であるから、影響はないと思われました。 

 ただし、竹木等のごみが橋の高欄にかかり、阻害することについては、計算上、除外し
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ております。 

 また、万木橋は、当時、洪水が河道内ではおさまらず、付近の田畑を流下していった状

況にもありました。 

 同じく、今度はお城橋でございます。河口から１４キロメートル。この件につきまして

は、取りつけ道路が、流下するに当たりまして阻害をしているのではないかというご指摘

があったかと思います。 

 これについて説明いたしますと、お城橋は、平成１６年１０月洪水ではつかりませんで

した。しかし、周辺の田畑が浸水したことから、取りつけ道路の影響で河道水位が上がっ

たのではないかと思われました。お城橋の取りつけ道路は、河道の水位をどれだけ上昇し

たのか検証してみました。 

 取りつけ道路がある場合とない場合の断面で水位解析を行い、水位の変化量を調査しま

した。上流２キロメートル区間でおおむね二、三ミリ程度。ほとんど影響のない結果とな

りました。 

 以上で、堰と潮、橋梁による影響というものについて、前回の宿題について回答させて

いただきました。 

 では、引き続き、河川整備計画（案）について説明させていただきます。 

 夷隅川の流域の特性。地域の特性として降雨量が多いと。当夷隅管内におきましては、

年間降雨量が１,９００ミリございます。千葉市あたりだと１,３００ミリぐらいですから、

１.５倍の非常に多雨な地域であります。 

 それから、人口の変化が少ないこと。前にプロジェクターがございますけど、それを見

ていただきますと人口の変化が少ないとありますけれども、これについて３５年間の経変

を見ますと、９万足らずから８万５,０００ぐらいという変化でございます。人口密度はい

かがかという話になると、やっぱり低く、県の人口密度と比べますと約２０％、それぐら

いの人口密度であります。宅地化の進展は見られず横ばいです。 

 河川の特性に移ります。まず、流域面積が大きい。約３００平方キロメートルございま

す。一級河川の利根川を除くとナンバーワンでございます。たぐいまれなる蛇行河川であ

るということで、これは二級河川指定延長を見ますと６５キロございます。直線距離でい

きますと３６キロと。１.８倍、それだけ蛇行しております。それから、河岸段丘が分布し

ているということが特徴にございます。 

 こういった夷隅川流域の特徴がございまして、こういった中で河川整備のあり方はどの
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ようにしていったらいいのかということで、我々としては、蛇行を極力保全し、洪水低減

効果を活用。説明がちょっとおくれましたけど、蛇行が非常に多いということで、いざ洪

水になったときに、蛇行が河川の中に一時的な貯留をして、徐々に下流へ押し出すという

機能があり、ざくっと計算しますと、１,０００トンの水が流れてきたとき、５％、５０ト

ンぐらいは流出抑制をする、おくらせるという効果がございます。 

 それから、河岸段丘が多いというものにつきましては、田んぼとか畑とか、一部人家が

ございますけれども。河岸段丘を利用することによって、約２０％の貯留効果が発揮され

ます。流出量を徐々になだらかに流出します。これについては、約１,０００トンの洪水に

対して２００トン、これだけの効果が発揮されるということがございます。 

 こういったことの整備で、これだけで満足できるものではなく、これに足りないものに

ついては、治水施設をつくることにより補うことが必要となります。 

 こういった河川整備の基本方針は、そこにフローがございますけれども、当河川につい

ては５０分の１の規模の、５０年に１回程度の大きな降雨に対する整備方針は持っており

ます。だけど、これを実施するには多額の費用が必要になります。多額の費用が必要にな

るということは、完成までに長い期間が必要になるということでございます。整備するに

当たって、どのぐらいのものでやったらいいかという話になりますと、平成１６年１０月

の豪雨で多くの浸水が発生したといった事実がございますから、そういったものに対して

の、例えば夷隅川の水があふれて、沿川での浸水が発生し、道路の冠水で交通が途絶した

り、孤立集落の発生が生じるとか、支川からの排水が困難になり、支川流域で浸水が発生

するとか、そのような事態を解消していくことが必要であると思います。今後、２０年間

の期間で投資可能、かつ効果が発揮できる河川改修が必要という点を考えたらどうかとい

うことで、我々としては、平成１６年１０月洪水実績を河川整備計画の目標規模としたい

ということでございます。 

 画面を見ていただきますと、これについては１９ページに出ております。また繰り返し

ますけれども、河川整備の基本的な考え方で、蛇行を極力保全する。段丘面を保全し、か

つ住宅地以外でははんらんを許容させていただくと。この段階では、平成１６年の洪水に

見合った堤防高で流すことはできないということで、これだけでは無理だと。だったら、

先ほど言いましたように、治水施設をどのように整備したらいいかということでございま

す。また、整備するに当たって気をつけることは、過去の改修を生かすこと。この河川に

ついては河口部で、河川事業とか、さらに災害の河川改修事業ということも実施しており
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ますので、こういったものを生かしていく。それから、支川の排水改善のため、夷隅川の

水位を極力下げるとか。それから、河川改修後の旧川は、洪水調節施設として機能させる

とか。早期に効果が発揮できる治水計画として、整備を進めていきたいと考えたところで

ございます。 

 河川整備のメニューといたしましては、河道を改築、築堤、調整池をつくるといったメ

ニューの中で進めていこうというものでございます。 

 河川改修というのは、河道整備のところでありますけど、画面を見ていただきますと、

河岸段丘内に家がありますけど、堤防をつくって、ちょっと低いところにある家につきま

しては堤防をつくって、住宅の中に水が回らないようにすること。それから、河道改修と

しましては、人間に例えれば、コレステロールが多い状態です。竹とか木が生えているも

のですから、堆砂量も結構あると思います。河道を拡幅したり掘削したりすることによっ

て、少し水が流れる能力を上げていこうということでございます。 

 それから、調節池ですけれども、この河川においては旧川敷が結構残されております。

そういったところについては、旧川敷を利用して、その部分に調節池を考えていく。中に

は、１カ所ですけれども、ショートカットするものも考えていますけれども、調節機能を

活用したらいかがかということでございます。 

 それから、資料でいいますと、画面と合うのが２６ページでございますけれども、河川

整備のメニューといたしまして、断面を見ますと、河川というのは堤防があって、一般的

には、１メートル下がりのところをもって水を流す。計画高水位、ＨＷＬと書いてありま

す。なるべく短い期間で効果を発揮するような整備方針として、もう一つの考え方で、堤

防を目いっぱい流すこと。計画堤防高水位というものであり、この２通りがございますけ

れども、この中で、案１、河川整備メニューの組み合わせといたしまして、計画高水位、

これは堤防より１メートル下がったところで実施する案でございます。こういった全川計

画堤防で実施する。河道だけで洪水を流してしまうという１案でございます。 

 ２案については、堤防より１メートル下がった、ハイウオーターと書いてありますけれ

ども、その高さをもって洪水を流して、なおかつ調節池もつくりましょうという２案でご

ざいます。 

 それから、３番としまして、計画堤防高、逆に、今度は、堤防の下の断面でいくと、緑

の頭の部分ですね。堤防の上のところで、必要な箇所のみ計画堤防をつくっていって、河

道で洪水を流してしまおうという案でございます。 
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 ４番は、同じく、上の案にプラス調節池をつくっていく案ということで、整備メニュー

の組み合わせとしては４案を考えています。 

 先ほど申したように、堤防より１メートル下がりで安全と思っている案でいきますと、

この１案を見ていただきますと、ページ数では２７ページでございますけれども、ある程

度、連続的に河道拡幅が続きます。それから、築堤についても、１メートルから４メート

ルという堤防で盛り上げていく案でございます。これを実施すると、１６道路橋と３鉄道

橋の改築が必要になる計画でございます。 

 ２番目の案、２案でございますけれども、それに今度は調節池を加えた案でございます。

改修は、河道改修の幅とか、それから築堤の高さやなんかは多少規模が小さくなりますけ

れども、こういったのが２案でございます。同じく１６道路橋、３鉄道橋のかけかえが必

要になる案でございます。 

 ３番、２９ページです。２９ページでございますけれども、この案につきましては、先

ほど説明したように、堤防目いっぱいに流す。計画堤防高水位というものを目指したもの

で、堤防の高さを 大限利用するという案でございます。これにつきましては、これを見

ていただきますと、１メートル、５メートルの河道拡幅と。それから、高さ的にも２メー

トルとか１メートルとか、築堤の箇所も河道拡幅の部分も、大幅に減る案でございます。 

 ４案につきましては、それにプラス調節池を補った案でございます。 

 ということで、一応、１案から４案といった整備メニューをそろえました。 

 それで、１案から４案まで、どのぐらいお金がかかるのかなということでやってみまし

た。ページ数で言うと３１ページに書いてございますけれども、１案でいきますと３６７

億円。２案でいきますと、同じく３６７億円程度になります。３案でいきますと１８５億

円と。４案でいきますと７９億円という事業費がかかってくるといったものが考えられま

す。 

 そういう中で、我々としては、事業を進めるためには経済性の評価をしなきゃならない

ということで、画面と、ページ数では３３ページにございますけれども、そういった中で

費用便益費を考慮する必要がございます。改修することによって便益が得られること。そ

れから、それに対する事業コスト。投資した事業費を上回るような便益費が出てこなけれ

ば、こういった事業は成り立ちません。ということで、１.０以上、どうしても建設事業費

よりも便益費が上回るといったことが必要となります。これで、便益費割る建設事業費、

１案については１.１８、２案については１.１９、３案については１.１８、４案について
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は２.７３という評価が得られたというところでございます。 

 河川環境に配慮した計画であること、改修効果を早期に発揮させること、経済性にすぐ

れていること。建設事業費というのは、年間投資額というのは大体決まっております。そ

の中で事業効果をいかに上げるかということにおいて、我々としては４案が 適案と考え

ます。 

 ４案というのは、河道の水位を計画堤防高以下にすること。それから、河道の掘削は極

力避け、堆積土砂撤去により河積を拡大する。調節池は、夷隅川旧川、落合川旧川及び森

宮地先の３池に考えたいという案でございます。 

 １案から３案、△三角と×バツしかございませんけれども、我々としては４案が妥当な

ところかなというところで考えます。 

 河道の整備は、築堤もするし、河道拡幅、掘削、調節池そのようなメニューにより、今

後、整備計画を進めたいというのが結論でございます。 

 以上でございます。どうもありがとうございました。 



 

 -15-

 

4-2 議事（１）に関する質疑 

 

【石川座長】  説明、どうもありがとうございました。 

 資料が１と２で続いて説明でしたので、 初に、私、１と申し上げましたけれども、今、

資料１、２の説明が終わったところです。 

 それで、皆さんのご意見を伺いたいんですが、大分資料が膨大になっておりますので、

まず 初に資料１の方の、内容としては２つございますね。桑田堰の水位影響の話と、資

料の後半のほうになりますけれども、８ページになりますか、橋梁のけたの水位的な影響

の評価をしたという、前回のことですね。前回のこの２点についてご意見がございました

ら、お伺いしたいのですが、お願いいたします。 

 どうぞ。 

【梶山委員】  １点お聞きしたいんですけれども、桑田堰による水位の影響が洪水時で、

万木橋のところで１８ミリ程度だったかな、それから、橋梁による影響でたしか３０ミリ

程度、合わせると約５センチぐらいの水位上昇があるんじゃないかとお聞きしたんですけ

れども、この５センチぐらいだと影響がないというご判断をされているようなんですが、

では、実際のところ、何センチぐらい水位が上がると、これは危険だから対応策が必要な

のかなと。そこら辺の判断の基準、そういったものはどういったものが根拠となっている

のか教えていただければと思います。 

【事務局（東條）】  一言で、正直言ってなかなか難しいことで、何センチが危ないんだ

という話では、場所によって違うと思います。誤差というのもありますし、いろんな障害

物やなんかがありますという中において、誤差は１０センチぐらいじゃないかなと思いま

すけれども。 

【石川座長】  では、少し私のほうで、司会が補足説明をしてはいけないのかもしれな

いんですけれども、皆さん、資料２の１７ページをごらんください。 

 グリーンが主体になっていますけど、棒グラフがございますよね。ここに赤い線が入っ

ていますけれども、これが計画値ですので、目標値になります。このぎざぎざ飛び出して

いる棒グラフは、どれだけ水が流れるかをあらわしています。堤防が高ければ、これは大

きくなります。堤防が低ければ小さくなります。水位がこの堤防に迫ってくると、水があ

ふれてしまう可能性が出てきます。超えるとあふれます。ですから、先ほど事務局からあ
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りましたけれども、場所によって大きさが全部違いますので、５センチの範囲がここを超

えるか超えないかというのは、きちんと計算してみないとわからない。 

 それから、どの程度というお話は、この棒に余裕があれば、赤よりもぐっと上に出てい

る高いところでは、たくさん余裕があります。それから、棒が低いところは非常に余裕が

ないという状態になります。ですので、どのくらいまでというのは、事務局がおっしゃっ

たとおり、お答えできないと思うんですけれども、これを見て検討していくことができま

す。よろしいでしょうか。 

 堰を取り払う影響、堰がありなしの影響、どなたかほかにご意見はございませんでしょ

うか。 

 堰があるなしというと取水も関係してきますので。浅井さん、ご意見はございませんか。

利水がかなりかかわってくるんですが。 

【浅井委員】  利水の場合には、ほとんど平水位ですから、洪水ときはあまり関係ない

ですね。 

【石川座長】  そうですね。ただ、堰がなくなると……。 

【浅井委員】  取水はちょっと無理かもわからないですね。 

【石川座長】  無理になりますよね。ですから、なくなると困るということがまず前提

にございますよね。その大事な影響があまりないという結果を事務局から説明していただ

いたわけですね。 

 ほかに、この件に関してご意見はございませんでしょうか。 

 では、たくさん課題がありますので、次で、橋梁による影響の調査ということで、これ

は１２ページを見るとよろしいかもしれませんけれども、橋げたがあるなしによって、水

位の影響がどのくらい出るかということで、ほとんど影響がないというご報告でしたね。

このことに関してご意見はございませんでしょうか。 

 事務局にお伺いしたいんですけど、これは地先としてはどちらになるんですか。検討さ

れた場所の……。 

【事務局（東條）】  いすみ市でございます。 

【石川座長】  いすみ市の太田さん、ご意見はございませんか。 

【太田委員】  特に影響ないと思います。 

【石川座長】  よろしいですか。 

 ほかに、資料の２点、よろしいですか。第４回の結果に対する事務局の回答。 
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 それでは、きょうのメーンになります資料２に入ります。 

 資料は膨大で、その中で、要所要所説明していただきましたけれども、まず 初に、夷

隅川の河川特性、それから、そこの結論で、スタート時点になるんですけれども、今回の

重要なところは、３の３の１３ですね。平成１６年１０月洪水で今後河川計画を検討して

いくと。ここまでで、河川特性と、ほかにもこんなものがあるとか、こんな問題があると。

それから、計画の規模はこれでいいかどうかという、それについてご意見がございました

ら。 

 どうぞ。 

【江澤委員】  １点ちょっと伺いたいんですけれども、河川工事を行う場合の民有地の

取り扱いについてでございますけれども、 近、うちのほうで河川工事をやったんですけ

れども、その中で、河川の中に民有地が崩落で入っちゃっているんですけれども、それで、

台帳面積の約８割が河川の中へ入っていて、何十年も固定資産税を払っていて、いざ工事

をやる場合に、台帳面積の８０％が河川の中だと。それで、ブロック工事を積み上げた場

合に、裏骨のところが境界になるということで、約８５％が河川敷の中に入っちゃってい

ると。面積は全部寄附していただきたいと。長年、固定資産税だけ払っていて、いざ工事

をやったら、自分の土地がないと。それでは困るので、測量した時点で、河川の３分の１

のところから積み上げてくれと言ったら、そういう工事はできないので、それなら、工事

はできませんということで、地権者はやむなくそれで了承したと。そういう場合に、十何

年も要望事項で河川工事をお願いしておったんですけれども、そういう工法でやるのであ

れば、崩落が起きてから二、三年で即工事をやっていただきたい。それでなければ、何ら

かの対応策を考えてもらいたいと思いますけれども、その件についていかがでしょうか。 

【石川座長】  難しい問題ですね。事務局、お願いいたします。 

【事務局（佐藤（伴））】  夷隅地域整備センターの次長の佐藤と申します。 

 ただいまの件は、具体的な場所がはっきりしないんですけれども、一般的な話でお答え

したいと思いますけれども、夷隅川につきましては、過去、計画的に河川改修をやってき

たというのは、河口から２.６キロまでの間と、大多喜の周辺なんですけれども、それ以外

のところであれば、ほとんど計画的に行うような河川改修ではなくて、災害復旧という制

度を活用しまして、崩れたところを、護岸をやるという方式でやってきました。 

 このときには、計画的な改修じゃないものですから、事前に用地の測量等をやって、境

界をやって、それから用地を買収してという時間的な余裕もないものですから、まず工事



 

 -18-

をやらせてもらうということで進めてきているのが実態でございます。 

 そういうことで、用地処理がちょっと整っていなかったかと思われるんですけれども、

緊急的に行うということでやっておりますので、そういう面でひとつご理解を賜りたいと

思います。 

 また、今後、その地域が整備計画が了承されて、具体的に計画的な改修を行うというこ

とになれば、用地処理も含めて実施していくということになろうかと思います。個々の場

所が今はっきりしていませんので、一般的な話としてお答えしておりますけれども。 

 以上です。 

【石川座長】  江澤さん、いかがでしょうか。 

【江澤委員】  ちょっとこれだけでは納得できないところもあるんですけど、うちのほ

うはやってもらう側でありますけれども、もうちょっと対策方法を考えてもらわないと、

やはり、今、夷隅地域は地価、評価価格が低いからいいですけど、地価、評価価格が高い

ところであれば、地主は絶対いいとは言わないと思うんですよね。冗談じゃないよと。そ

ういう面で、やはり、もう少し何らかの方法で検討してもらいたいですね。ただ単に、災

害復旧だから、期間がないから、土地は寄附だとか、そういうことでは、今後、なかなか、

右から左、すぐ整備するからいいですよと言わないと思いますね。そうなると、やはり地

権者の承諾をとるのに、いろんな面で関係者は大変になってくると思うんですね。きょう、

あしたどうこうということじゃないので、よく検討してもらいたいと思います。 

【事務局（佐藤（伴））】  個別のケースについては、またお伺いして、どういう方法が

あるか探りますけれども、一般的にはそういうことでやっているという実態としてお話し

させていただきました。 

【江澤委員】  わかりました。 

【石川座長】  やはり用地の問題というのは非常に重要なことですし、個別に、具体的

にいろいろ話を協議されていっていただければと思います。 

 ほかに。どうぞ、渡辺さん。 

【渡辺委員】  河口部の地域住民代表として質問いたします。 

 この整備計画の中で、河口部で毎秒約１,０００トンの水が流れ出るという計算になって

いるようですけれども、私たち、河口部で大雨になると海へ行って見るんですけど、満潮

の影響と、特に波浪の影響が、しけのときになると水位がかなり上がると。今回の４号台

風は、幸いしけが少ないほうだったので、あの程度の雨でも結構よくはけていました。た
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だ、計算上は、波浪と満潮を考慮して計算されて、洪水の水位を計算されているのか。太

平洋が空の状態で１,０００トンは楽に流せるよという計算なのか。私たち地元から見ると、

非常に影響の多い波浪あるいは満潮を考慮した計算方式で堤防高を決めていただきたいな

という意見です。 

 以上です。 

【石川座長】  河口部の整備について、事務局、お願いいたします。 

【事務局（東條）】  渡辺委員のご質問ですけれども、潮位だけで、波浪については考え

ておりません。潮位により実施しておりますけれども、現在、風によって河口部というの

は堆砂土砂が、流出、流入、それが非常に多い状況にあります。 

 一部、今の状況においては、堆砂は、我々も認識しております。そういったものについ

ても、今後、整備に当たっては、測量等を実施して、安全な整備計画をつくっていきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

【石川座長】  ちょっと補足させていただくと、波の影響といいますか、潮位を決めて

計算していきますので、海に水が流れ込んでも、海の水位自体はほとんど上がらないとい

うか、上がらないと言っていいわけなんですね。だから、空にして計算しているわけでは

ないですけれども、海がスタートで、川の計算をしています。波による影響というのは、

水理学的には、計算の中には取り込まれていないですね。実際見られると、そういう現象

というのは不安に思われたりということもあるかもしれませんね。よろしいでしょうか。 

【渡辺委員】  もう一回。私が今言っているのは、波による海の影響じゃなくて、波が

高いために川の水位が非常に上がっちゃうと、現実の話をしているんです。今から７年ぐ

らい前ですか、普通の雨だったんですけれども、河口部の堤防ぎりぎりまで水位が上がっ

ちゃいまして、消防団も出て、土のうを積んだりやったのがあったんですけど、そういう

現象もあったんですね。そのときは、異常なしけだけが原因で。ですから、水理学的には

入れなくてもいいと言われると、それ以上、言えなくなっちゃうんですけれども、現実で

そういう問題があるので、先ほど計画水位プラス１メートルの余裕堤防高ぎりぎりまで流

す案もここに出ていましたけれども、特に河口部の場合はそういう波浪の問題があるので、

やっぱり１メートルの余裕を見た堤防の整備、そういう要望をしたいなと、そういう意味

です。 

【石川座長】  潮位を決めるときに、海の変動、それは入っているわけですね。平均の
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統計量をとってきますから、考慮はされています。計画はいろいろ取り決めがあるので、

それに従って事務局のほうで整備を進めてくれると思います。 

 細かくいろいろな基準が決まっておりますので、技術者が判断する部分というよりも、

そこで、それに従って個別に工夫をしていくということになると思います。工夫は、より

よくする方向で加えていってもらえると思います。よろしいでしょうか。 

【渡辺委員】  はい。では、期待しております。 

【石川座長】  ほかにご意見はございませんでしょうか。 

【梶山委員】  これも簡単な確認の内容なんですけれども、一応、今回、河川整備計画

の素案ということで資料がついていまして、先ほど説明していただきましたけれども、通

常、河川整備計画の案の中で環境の話、ほかの河川の場合なんかでも盛り込んで、いろい

ろ書かれてあるように私は記憶しておったんですけれども、今回、提示されたものはまだ

途中の段階という考え方でよろしいんでしょうか。 

【石川座長】  お願いします。 

【事務局（東條）】  まだ途中の段階でございまして、これから環境、利水関係、そうい

ったものについてまとめていきたいと考えています。 

【梶山委員】  そしたら、１点だけ、私、魚類関係の学識ということで参加させていた

だいていますので、今回、調節池、３地点ほど予定をされているようなんですけれども、

これをやられた場合に、当然、洪水時、この調整池の中に魚類とか生き物がたくさん入っ

てくる、避難して入ってくるようなことが考えられるんですけれども、その後、洪水から

平水位に戻るときに、そういった生き物が中に取り残されてしまうということがあっては

まずいと思いますので、その点についてもご配慮いただければと思います。よろしくお願

いします。配慮していただくということで。 

【事務局（東條）】  今後、調整池のそういったものについても、きょうご指摘のそうい

った先生方のご意見をとらえながら整備メニューを進めていきたいと考えております。よ

ろしくお願いいたします。 

【石川座長】  後半の計画案のお話が今梶山委員から出ましたけれども、 終的に、４

案を検討されて、第４案で進めていきたいということなんですが、この計画案についてご

意見がございましたら、お願いいたします。 

【浅井委員】  夷隅川の捷水路が計画されている地域に私は住んでいるんですけれども、

捷水路というのはどんな構造かちょっと私もよくわからないんですが、それとまた、捷水
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路に伴って発生する旧河川敷、これを調整池として活用するということが記載されており

ますけれども、これには、越流堤の場所や、あるいはまた排水のためのゲートの施設計画、

こういうものがあると思うんですけれども、これはこの図面だと、２４ページの下のほう

にあるんですけど、これは夷隅川の河川敷なんですけれども、このところに私は住んでい

るんですけれども、これについて伺いたいと思っております。 

 それで、現在、ここに湛水しているところは、平成１５年に県営の圃場整備がありまし

て、排水路が３カ所あるんですけれども、その３カ所によって多分制約されると思うんで

すけれども、そのために、この間の洪水のときなんか、湛水しているのは１日から２日ぐ

らいで、ほとんど平水位に戻っちゃっているんですけれども、今度、築堤も一緒にやると

いうことになると、排水路の排水能力しか排除できないと思うので、これが長引くと思う

んですけど、どのぐらい時間がかかるか、そういうことについても伺いたいと思います。 

 それと、計画では５０分の１の確率で流下させるのを目標とされておりますけれども、

工事費、先ほどお話があったように、それには工事費も高くつくし、期間も長くなるとい

うことで、平成１６年１０月、この洪水を対象にすると。これは確率計算にすると３０分

の１ということが記載されておりますけれども、これらはこれでいいんですけれども、遊

水池をつくった場合、先ほど話が出たんですけれども、現在、ほとんど農地なんです。圃

場整備をやった後の農地。これがつぶれるということは、詳細で新しく計画するかどうか

わからないんですけど、そのつぶれた面積は買収するのか、あるいは、これは農振法で結

構指定されている土地でございますので、これを外すのか、それらについても伺いたいと

思います。 

 それと、あとは排水施設でございますけれども、ゲートの操作、これらにつきましては

どこが管理するか。それもあわせてお伺いしたいと思います。 

 以上です。 

【石川座長】  事務局、お願いします。 

【事務局（東條）】  具体的なものについては、今回も、夷隅川流域委員会ということで、

こういう冊子の中においても予定地と書いてございまして、一応こういったところを目安

にということでありまして、詳細な検討についてはまだ至っておりません。ご指摘のあり

ましたように、場所によってはいろいろな排水路とか、そういった問題も絡んでくるもの

と思います。そういったものをどのように対処できるのか、そういったものを含めた中で

今後検討して、また地元の方々の説明会を設けて、より一層、現実的なものにしていくこ
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とで進めていきたいと思います。 

 それから、用地はどうなるのかというお話なんですけど、買収いたします。 

 それから、管理についてはということで、二級河川ということで、管理者は県でござい

ますけれども、中の跡地については、何か今後利用できるものがあれば、市とかいったと

ころに委託なり何らかの協定を結んだりして、跡地利用についても検討して行きたいと思

います。 以上でございます。 

【石川座長】  よろしいでしょうか。 

【浅井委員】  はい。 

【石川座長】  資料１、２について全体的にほかにご意見はございますでしょうか。 

 では、皆さんのご意見が出そろったということで、きょうはもう１件議題がありまして、

大多喜ダムの事業について、事務局から説明をお願いいたします。 
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4-3 議事（２）「大多喜ダム事業について」 

【石川座長】  資料１、２について全体的にほかにご意見はございますでしょうか。 

 では、皆さんのご意見が出そろったということで、きょうはもう１件議題がありまして、

大多喜ダムの事業について、事務局から説明をお願いいたします。 

【事務局（山崎）】  河川整備課の山崎でございます。 

 私から、資料３に基づきまして大多喜ダムの建設事業につきまして、これにつきまして

説明をさせていただきます。 

 お手元の資料３、あるいはスクリーンをごらんいただきたいと思います。 

 今回、大多喜ダムにつきまして、説明の内容につきましては、１番目としまして、大多

喜ダム建設事業の概要及び進捗状況につきまして説明をいたします。２番目に、共同事業

者である南房総広域水道企業団の事業再評価につきまして。３点目につきましては、今後

の進め方につきましてということで、以上３点につきまして説明をさせていただきたいと

思います。 

 まず 初に、事業の概要及び進捗状況についてでございます。 

 今回、新たな委員の方がございますので、事業概要につきましては、従前、説明をさせ

ていただいておるところでございますが、再度説明をさせていただきたいと思います。 

 まず、大多喜ダム建設事業の背景でございます。大多喜ダムにつきましては、沢山川、

西部田川の沿川、これは古くからたびたび災害を受けておりまして、 近では平成元年８

月の集中豪雨、平成２年、平成８年、また、記憶に新しいところでは平成１６年の台風２

０号などによりまして災害を受けている状況でございます。 

 また、沢山川、西部田川、夷隅川の沿川につきましては、古くから農耕地の水源として

利用されてきましたが、かんがい期には河川流量が不足し、水質の悪化等、環境が悪くな

っている状況がございます。 

 また、一方、安房・夷隅地区では、地下水や小規模ダムなどにより水源を確保してきて

いるところでございますが、生活様式の向上、夏季の水需要の増大に対する水不足をはじ

め、観光振興を図る必要性などから、新たな水源の確保が望まれていたと。こうした背景

のもと、大多喜ダムにつきましては、平成３年４月に国庫補助事業の採択を受け、事業に

着手してまいったところでございます。 

 スクリーンの左側の図面でございますが、これはダムの位置を示してございます。大多
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喜町西部田地先でございます。二級河川夷隅川水系沢山川の中流部に位置するところに大

多喜ダムを建設するということになっております。 

 右の図面は、左の図面を拡大したものでございます。流域面積は３.６平方キロメートル

でございます。湛水面積が約０.２２平方キロメートルというものでございます。また、沢

山川、西部田川の流域面積については、約６平方キロメートルでございます。夷隅川合流

点から沢山川末端までの延長は約２.５キロということになっております。 

 なお、夷隅川は、県内の河川で 大の流域面積、２９９.４平方キロメートルを有してお

り、勝浦市、大多喜町、御宿町、いすみ市の２市２町を流域としております。 

 次に、ダムの目的をご説明させていただきます。 

 初に、洪水調節でございます。大多喜ダムでは、ダム地点の計画高水流量、約７０ト

ンでございますが、このうち６０トンの洪水調節を行いまして、沢山川、西部田川沿川の

地域の水害を防止するという目的を持っております。 

 次に、２番目の流水の正常な機能の維持でございます。ダム地点下流の沢山川、夷隅川

沿川の既得用水の補給を行うなど、流水の正常な機能の維持、増進を図るという目的でご

ざいます。 

 ３点目でございますが、水道用水の供給でございます。水道用水の供給ですが、安房・

夷隅地区の８市町に対しまして、ダム地点において新たに開発した１日当たり１万４,８０

０立方メートルの水量でございます。これと長柄ダムからの導水４万３,２００立方メート

ルを合わせまして５万８,０００立方メートルの取水を可能とするという計画でございま

す。 

 これは貯水池の容量の配分図でございます。総貯水容量は２１０万立方メートルでござ

います。そのうち堆砂容量、一番下の部分でございますが、１５万立方メートル。これを

除きまして、有効貯水容量１９５万立方メートルとなっております。このうち一番上の部

分、洪水調節容量と書いてございますが、これが６５万立方メートルでございます。真ん

中の部分が利水容量となっております。全体で１３０万立方メートルでございますが、こ

のうち５０万立方メートルが流水の正常な機能の維持を目的としたものでございます。赤

く囲ってございます水道用水８０万立方メートル、この開発をあわせまして目的としてお

ります。 

 次に、ダムの堤体の構造でございます。形状はゾーン型フィルダムということで呼ばれ

ております。堤体の高さでございますが、基礎から堤体のダムの天端までの高さ、堤高が
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３６.５メートルでございます。堤体の長さでございますが、３４６.１メートルでござい

ます。堤体積は約１００万立方メートルでございます。諸元につきましては以上でござい

ます。 

 次に、平成１８年度末におけます事業の進捗状況でございます。全体事業費が１４５億

円でございます。そのうち約６７億１,０００万を執行しております。進捗率といたしまし

ては約４６.３％でございます。ダム本体工事につきましては未着手でございます。つけか

え道路につきましては、全体延長３,８１９メートルに対しまして、１８年度末２,２０７

メートルでございます。進捗率といたしましては５７.８％ということでございます。 

 それから、用地でございます。用地につきましては、全体の買収面積が５４.８ヘクター

ルでございます。このうち１８年度までの実績でございますが、５１.５ヘクタールが買収

済みということでございます。進捗率が９４.０％ということでございます。 

 参考としまして、下に書いてございますが、南房総広域水道企業団の進捗状況でござい

ます。これにつきましては、全体で６０７億８,０００万ということでございますが、進捗

率は９６.９％でございます。これは、利根川からの導水を含めまして南房のほうが今まで

使ったお金でございます。 

 次に、ダムの平面図とつけかえ道路の写真を載せてございます。この図面のうち赤書き

で書いてございます、線になってございますが、これがつけかえ道路の施工済み区間でご

ざいます。堤体のところを示してください。そこがダムの堤体の位置になります。それか

ら下の部分が貯水池ということで、これを取り巻くように取りつけ道路を配置してござい

ます。現在完成しているのは赤の部分ということで、用地買収については、破線で囲まれ

た部分、これが買収地ということでございます。このうち約６％がまだ未買収で残ってい

るということでございます。 

 次に、共同事業者である南房総広域水道企業団の事業再評価につきましてご説明させて

いただきます。 

 南房総広域水道企業団ですが、水需要の増加、特に夏季におけます水需要のピーク時に

対応することを目的としまして、県との共同事業として大多喜ダムに利水参画をしてまい

りました。ところが、現在、少子高齢化の進展、水需要の停滞、市町村の合併の進展、危

機管理意識の高まり、事業経営効率化の要請と５点の項目につきましていろいろ検討をし

てまいりました。企業団を取り巻く環境の変化が生じたということで、改めて再評価を実

施したところでございます。 
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 ここで企業団の再評価の結果でございますが、資料の末尾に再評価報告書の概要を参考

につけさせていただいております。事業再評価につきましては、スクリーンに書いてござ

いますが、以下の事由によりましてダム事業への参画を中止するという結論に至っている

ところでございます。 

 まず初めとしましては、少子高齢化によりまして水需要が減少すると。２点目としまし

ては、企業団からの必要受水量。これにつきましては、平成２４年が 大であり、その後、

減少に転ずるということになっております。南房総地域の市町村の合併進展によりまして、

効率的な水運用が可能になったと。それから、危機管理意識の高まりによりまして、自己

水源を確保する動きに変わってきたと。以上のようなことから、水需給の推計、これをし

ました結果、既存の水源で対応できるということから、利水者としてダム事業への参画を

中止することとしたということで、事業から撤退をしたということでございます。 

 それでは、ダム事業として今後の進め方についてということで説明をさせていただきた

いと思います。 

 今後の進め方ですが、共同事業者である南房総広域水道企業団の大多喜ダム建設事業へ

の参画中止を受けまして、現在まで進めてきたダム事業につきましては、計画を大幅に変

更する必要が生じてきました。このことから、事業再評価の必要性、変更内容についてご

説明を申し上げます。 

 初に、再評価の必要性について説明をいたします。事業再評価の時期でございますが、

４点書いてございます。事業採択後５年経過して事業に未着手の箇所、２番目としまして

は、事業採択後１０年経過して継続中の事業、３番目としましては、再評価実施後、５年

経過した事業、 後に、４番目としまして事業をめぐる社会経済情勢等の変化があったと

き、それらの場合に事業の再評価を行うということになっております。 

 大多喜ダム事業につきましては、既に過去２回、再評価を実施しておるところでござい

ます。２番目の事業採択後１０年ということで、平成１２年に１回実施しております。 

 それから、再評価実施後５年経過したものということで、平成１７年に実施していると

ころでございます。 

 これらは、いずれも、夷隅川流域委員会におきまして、事業継続という結論に至ってお

るところでございます。しかしながら、共同事業者であります南房総広域水道企業団が事

業再評価を実施しまして、市町村合併の進展などから、大多喜ダム事業へ参画中止を決定

したことによりまして、計画が大幅に変更になるという状況がございましたことから、今
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回、４番目の「事業をめぐる社会経済情勢等の変化があった時」、これに該当するというこ

とで、事業再評価を行うということになったわけでございます。 

 今回、利水者が抜けたということで、ダム規模の変更がございます。左側に現行の計画

がございます。全体で総貯水容量が２１０万トンということでございます。これから、利

水者、水道用水８０万トン、これが減少したということで、今回、検討を行うダム規模と

いうものは、総貯水容量１３０万トン、堆砂容量につきましては従前どおり、同じでござ

います。利水容量につきましても、流水の正常な機能の維持ということで５０万トンござ

います。それから、洪水調整についても従前と同じ６５万トンということで、２１０万ト

ンから１３０万トン規模のダムの変更がございます。 

 これにつきまして、今回、再評価におきまして検討を今後行っていくということでござ

います。 

 今後の進め方のうち検討項目でございますが、まずダム事業の見直し。先ほど申しまし

たように、ダム規模の変更がございますので、事業費等を含めた見直しが必要になってき

ます。それから、当然、経済性の評価ということで、経済性の評価についても検討を行っ

てまいります。 

 今後の進め方としましては、上記項目を検討しまして、次回の委員会で報告をさせてい

ただきたいと考えております。 

 ダム事業の見直しの内容でございますが、水道用水の８０万トンを除いた部分のダムの

計画でございます。それに当たりまして、まず、必要なダムの高さの算定を行います。ダ

ムのタイプの検討。概略設計でございますが、ダム本体につきまして事業費の算定等をい

たしますための概略設計を行います。つけかえ道路あるいは工事用道路、これについての

見直しの検討を行います。 

 次に、経済性の評価でございます。経済性の評価につきましては、ダム事業費の積算、

費用対効果の検討、代替案、ダム以外の方法があるのかどうかの検討も含めて行います。 

 後に、今後の進め方としまして、これらの検討項目について早急に整理した後、次回

開催されます本委員会におきまして報告をさせていただき、審議の後、ご意見をいただき

たいと考えております。よろしくお願いいたしたいと思います。 

 私のほうからは以上で説明を終わらせていただきます。ありがとうございます。 
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4-4 議事（２）に関する質疑 

 

【石川座長】  ありがとうございました。 

 ただいま事務局から説明のあった大多喜ダムのダム事業についてご意見がございました

ら、お願いいたします。 

 どうぞ。 

【江澤委員】  私、大多喜ダム建設委員会、地元の地権者で代表を務めております。地

元の地権者としては、広域水道南房総広域水道企業団（以下「企業団」という。）の事業再

評価で撤退という結果について、到底、地元の地権者は受け止めることができません。今

回のダム事業についても、地権者として受けとめることはできません。委員会の方々はこ

れまでの県のあり方、経緯がわからないと思いますので、この場を借りて私から大多喜ダ

ム事業の経緯について説明し、理解していただきたい。それから、大多喜ダムについて検

討していただきたい。 

【石川座長】  どうぞ。 

【江澤委員】  大多喜ダム事業の地元説明があり、南房総１７市町村のため、これから

リゾート、観光発展のために、どうしても水が必要だから、何とか協力していただきたい。

そして、夷隅川下流の洪水調節にも役立つものとして、このダムをつくらせてほしいと。

その当時の河川課、大多喜土木事務所の職員が何度も来て、何とかお願いしたいというこ

とでした。 

地元は８０％が大反対でした。 というのは、当集落の一番高いところに位置する民家よ

りも、ダムの堤体が１０メートルも高いところに設定されるわけです。それで、当初の計

画は、２１０万トンの水がまくら元よりも１０メートルも高いところに貯まるわけですね。

それで、当集落では２軒ほど移転を余儀なくされて、移転しました。 

 私たちは、平成６年８月２９日に、千葉県知事沼田武氏と建設協定を結んでおります。

翌平成７年４月２８日には補償協定を結んでおりますが、そういう経緯の中で第三者の機

関で検討しても、これは効率的によくない。お金がないからやめる。それでは、我々地権

者は到底納得できません。 

 これからは知事と直接話をして、それから対応を決めさせてもらいます。これが地権者

の意向でございます。 
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県の人がもう少し一生懸命やってくれればできたはずです。この用地交渉を県から町の企

画課、あるいは地元の対策委員に任せてくれと。町長に言ったことがあります。その当時、

それほど真剣味がなかったんですよ。このとき、県が一生懸命やってくれれば、こういう

結果にはならなかった。当初の、平成１２年度の水需要予測をした、先日、公表された資

料があるが、この計画は、公表された資料を見ると、県は相当いいかげんではないかと、

私はそう感じました。 

平成１２年度の必要水量、日量１７万４,０００立方メートル。ところが、実際に使ってい

るのは１１万３,０００立方メートルですよ。これは 盛期だったんですね。日量６万立方

メートルですよ。この数字の誤差というのはどこへあるんですか。私は怒りを覚えます。

今になって、きちんとした再評価で数字が出てきて、それで、自己水量、今の１７市町村

が使っている日量の水量と各市町村がある施設の水量は、自己水量のほうが多い。使って

いるほうが少ない。初めからダムは要らなかったんじゃないですか。これは正式に公表さ

れた資料ですから、後でインターネットで調べてください。 

 そういうふうにやっていて、協定書を結んであるにもかかわらず、地権者そっちのけで、

それで再評価するというのは憤慨です。 

 私たちだって、町村においては県にものすごくお世話になっています。ですから、でき

る限りやってやろうと。やはり１７市町村の水源の源であるし、また洪水調整の夷隅川の

末端の軽減もするということで、地元は大反対だったんだけれども、何とかしようよとい

うことで協力をして、この結末は何ですか。そういうことですよ。 

【事務局（山崎）】  大多喜ダムは国の補助事業受けて行っているため、各段階的におい

て再評価を実施することとなっています。 

本日の説明では、企業団の事業再評価結果を受け、それに対する大多喜ダムの規模が変

更となるので、その評価を行わなければならないという主旨で報告しています。次回まで

に具体的な検討結果を報告したい。 

【石川座長】  河川とかダムというといろいろ難しい問題がありますので、また検討し

てから報告ということで、いろいろな立場の方が集まっていますので、意見を出していた

だければ。 

 どうぞ。 

【田嶋委員】  大多喜町長の田嶋でございます。 

 私の場合は、現時点で南房総広域水道企業団の企業長という役を仰せつかっております
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ので、この再評価につきましては、社会経済情勢の変化があったということでありますの

で、真摯に受けとめております。 

 ただし、大多喜町の町長として、長い間、洪水で悩んだ地域、そしてまた、農業用水等

で多面的に使われている夷隅川の洪水調節であるダムでありますので、先ほど事務局から、

見直しをして、規模を縮小してダムをつくるとか、そういうお話も聞こえたようでありま

すけれども、ダムの建設をぜひ推進して、ダムをつくってくださいという要望を毎年千葉

県町村会経由で出してございますので、その点、町の意見として皆さんの前でご報告をさ

せていただきます。 

 それから、この西部田地区は、大多喜町でも水田は比較的少ない地域でありまして、以

前はほとんど山林で生活をしておった地域でありまして、地元の人たちにとりましては貴

重な生産基盤の山林でありました。そういうことで、非常に買収の話を進めたときは猛反

対があったということは当然のことだと思うんですね。 

 それで、県のほうでたっての要請ということで、私、町長になったのが平成６年でござ

いますので、その前からお話がありました。６年のときに協定を結んだということで、私

の町長のときに協定を結んだということで、今でも知事室のところで協定に署名捺印した

ことを覚えておりますが、地域にとりましては、それほど重要な先祖伝来の土地を提供し

たということで、その点もひとつ皆さん方にもぜひ考えていただきたいと考えております。 

【石川座長】  ありがとうございました。 

 この件に関してほかにご意見はございませんでしょうか。 

【事務局（山崎）】  １点だけ。事業規模を縮小するというのは、あくまでも利水者が抜

けた部分の容量が小さくなったということで、洪水調節とか、そういった従前の考え方は

変わっておりません。その中で検討するということでございます。 

【石川座長】  ほかの委員の方で、この件に関してご意見はございませんでしょうか。 

 この件に関しては、今後、第６回と継続して議論していくということで、きょうのとこ

ろは、今までの報告ということと今後の予定ということでしたので、いろいろ重要な意見

もございましたけれども、一応きょうの時点では出そろったということでよろしいでしょ

うか。 

 このダム事業に関しては、南房総水道事業団のダム事業からの撤退と非常に難しい問題

も抱えていますし、今後、細かく再検討していく必要があると思います。次回、また事務

局から詳しい説明をお願いいたします。 
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 以上できょうの２点、河川、本川の整備計画と大多喜ダム事業の２点、終了しました。 

 ほかに全体的なご意見はございますでしょうか。よろしいでしょうか。 

 私、議事がつたなくて、時間をちょっとオーバーしてしまいまして申しわけありません

でした。超えているところで申しわけないんですが、私の学校の封筒をお配りさせていた

だきましたけれども、河川行政というのは非常に難しくて、きょうのお話もあったように

技術的なことだけではございません。ただ、私ども、こういった学校組織で、そういう技

術的な部分に関しては、いろいろ技術相談を行っておりますので、もしご関心がございま

したら、連絡をしていただければ、私だけじゃなくて、さまざまな分野の教員がおります

ので、よろしくお願いいたします。お時間のあるときでもごらんいただければ幸いです。 

 以上をもちまして、本日の議事を終了させていただきます。 

 進行を事務局にお返しいたします。お願いいたします。 
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5．閉 会 

 

【事務局（植村）】  石川座長には、議事の進行、ありがとうございました。 

 連絡事項として、事務局より今後の予定を連絡させていただきます。本日の資料及び議

事内容については、県庁河川整備課、夷隅地域整備センター、大多喜ダム建設事務所、千

葉県文書館行政資料室及び関係する市役所、町役場にて公開させていただきます。公開は、

議事録の作成作業に時間が必要となりますので、平成１９年９月上旬を目途に準備させて

いただきますので、よろしくお願いいたします。 

 また、本日、発言できなかった意見につきましては、お配りしてあります意見用紙に記

載の上、郵便もしくはファクスにて募集いたしておりますので、８月１５日くらいまでに

事務局まで提出いただければと思います。 

 後に、次回の夷隅川流域委員会の開催時期につきましては、改めてご連絡差し上げた

いと考えております。 

 石川座長並びに委員の皆様には、長時間にわたって熱心なご討議をいただき、ありがと

うございました。 

 これをもちまして、第５回夷隅川流域委員会を閉会させていただきます。ご苦労さまで

ございました。 

 


