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川辺川ダム事業に関する有識者会議(第３回)

議 事 録

日 時：平成２０年６月１０日(火)１７：３０～

場 所：東京都千代田区 ホテルルポール麹町

出席者：全委員(金本座長は途中から出席)

【事務局】

それでは、時間を過ぎておりますが、まず、資料の確認をさせていただきた

いと思います。資料が３種類ございます。会議資料、説明資料、参考資料でご

ざいます。会議資料でございますが、１種類ございます。会議次第、その裏が

座席表になっております。説明資料でございますが、７つほどございます。説

明資料の１、それから説明資料の２－１、２－２でございます。それから説明

資料３、代替案となっております。それから説明資料４－１、説明資料４－２

それから説明資料の５でございます。さらに参考資料が１から４までございま

す。さらに検討小委員会での委員に送付されました意見書の抜粋、それから有

識者会議に対する要望書、これは委員のみの配布でございます。以上でござい

ます。特に(不足等はございませんか)、よろしゅうございますか。

それでは、座長代理よろしくお願いいたします。

【森田座長代理】

定刻になりましたので、ただ今より川辺川ダム事業に関する有識者会議の第

３回会議を開催いたします。本日は、金本座長が本務の都合で遅れて来られる

ということですので、おいでになるまで、座長に代わりまして、座長代理の私

が進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

○ 議 事

それでは、早速議事に入りたいと思います。

本日の議題は前回に引き続きまして「治水について」ということでございま

すが、その前に、前回会議においてかなりたくさんの宿題がございましたので、

まずは、その補足説明を事務局の方にお願いしたいと思います。よろしくお願

いいたします。

【事務局】

事務局を務めます河川課の野田でございます。前回同様、私と隣におります

河川課の猿渡の２名で説明させていただきます。よろしくお願いいたします。

まず、第２回会議におきまして、委員の皆様から事務局の説明に対しまして
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御質問をいただいたところでございますが、お答えできなかった項目につきま

して、補足資料を用意させていただいておりますので、これに沿って御説明さ

せていただきたいと思います。

まずは、説明資料１をご用意ください。表紙をめくりまして１ページになり

ますが、１番としまして、左上、四角囲みの中ですけれども、前回資料４の１

４ページの抜粋を載せております。検討小委員会において、基本高水のピーク

流量を定めるにあたり、最終的に様々な検証が行われたわけでございますが、

その結果の一覧表がございました。その検証結果において、表中全７手法のう

ち上段の２つの手法につきまして、地点流量が大きくなった要因についての御

質問をいただいております。左下の表を見ていただきますと、２つの手法の内

容が確認できますが、上段の手法の内容は、工事実施基本計画の算定方法をベ

ースとしまして、降雨データの収集期間だけを変更し、算定されたものです。

下段手法の内容は、上段の内容をベースとしまして、さらに、流出モデルを単

位図法から貯留関数法へ変更し、算定されたものでございます。右上の表は、

検証に用いられました２日雨量データを示しております。工事実施基本計画時

は昭和４０年までのデータが用いられておりましたが、今回の検証においては、

平成１７年までのデータが追加され、用いられております。右端に赤枠で囲ん

でおりますが、近年の降雨が加味されたことで、算定に用いられました８０年

確率の降雨量が大きくなっております。結果としまして、降雨統計期間を変更

した場合、及び降雨統計期間と共に流出モデルを変更した場合、いずれも地点

流量は大きな値となっております。この２手法を含む全７手法は、前回説明し

たとおり、あくまでも検証として行ったものであることを再度申し添えます。

次に、１枚めくりまして３ページをお願いします。左上囲みの２番を御覧く

ださい。前回会議において、検討小委員会における基本高水のピーク流量に関

する審議を御説明いたしましたが、最終的に定められた基本高水ピーク流量の

人吉地点７０００â /ｓに対しての、推進・容認側及び反対側の見解について
御質問をいただきました。推進・容認側は、基本的には賛成という立場から、

特に意見等は出されておりません。河川分科会へ検討小委員会の委員長が報告

された中でのコメントがありますので御紹介いたします。このコメントは、後

ほど５つ目の項目で御紹介します、基本高水ピーク流量を決定するに当たり実

施した、棄却の理由について、委員から質問が多く出されたことを踏まえての

御発言でございます。読みますと、「それらを総合的に勘案して、これを私ど

も委員会としては様々な検証をいたしました」、中略しますが「結局において

７０００トンという提案は、いずれの検証の中でも、これを超えている限りに

おいて、住民の生命・財産を守る安全保障責務として、当委員会としては７０

００トンを妥当とすることに至った」ということでございます。つまり、７０

００â /ｓは決して大きな値ではなく、安全保障上は妥当であるということを
言われております。この下に、反対側の意見書から２つ載せさせていただいて

おります。まず、意見書１につきましては、「『人吉７０００â /ｓが先にあり
き』の結論であって、科学性も合理性もなく、７０００â /ｓの数字を無理矢
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理ひねり出したものでしかない。科学的に計算すれば８０年に１回の人吉の洪

水は５５００â /ｓ程度になるにもかかわらず、国交省はいわば禁じ手を用い
て、７０００â /ｓという数字をひねり出した。さらに、森林の保水力が洪水
ピークに大きな影響を与えることは確かな事実であるにもかかわらず、国交省

はそのことを否定して、なりふり構わず７０００â /ｓという基本高水流量を
維持することに力を注いだ」という御意見でございます。その下、意見書２で

すが、「基本高水流量については、他の河川等では検討されていない様々な手

法を用いて、基本高水流量の値を導き出したり、これまでの根拠を自ら覆す１

２時間雨量の採用や、基準地点の数を変更する提案等を行うなど、７０００ト

ンという数字を妥当とするために、議論しているといわれても仕方ありません」

という御意見でございました。

次に、右側囲みの３番を御覧ください。基本高水のピーク流量を算出する手

法としまして、流量確率法と雨量確率法というものがありますが、精度にどの

ような違いがあるかという旨の御質問がございました。四角囲みの下に記載し

ておりますように、河川管理者が基本高水を算出する場合、一般的には国土交

通省河川砂防技術基準(案)に基づき、雨量確率法を用いることを標準としてお

ります。なお、この下ですが、住民討論集会当時の国土交通省の見解が示され

ておりますので載せております。「洪水時の各地点の流量は、河川改修などの

人為的な変化に影響されるため、雨量に比べてデータとして均質性が劣り、治

水計画策定に当たって採用する確率計算の標本としては適していません。この

ため、国土交通省では、河川整備基本方針の策定に当たっては、基本高水のピ

ーク流量は、確率雨量から求めることを基本とし、降水流出シミュレーション

で算出し、決定しています。」という見解でございました。

次に、１枚めくりまして５ページになりますが、左上囲みの４番を御覧くだ

さい。基本高水ピーク流量について、住民討論集会におけるダム反対側の主張

が、川辺川ダムの体系的代替案、人吉地点５５００â /ｓという結論に至るま
での経緯について御質問がありました。人吉地点５５００â /ｓというのは、
反対側の最終的な統一見解として取りまとめられたものですが、この過程を左

下のフローでお示ししております。まず、最初の四角囲みの中ですが、川辺川

研究会７０００â /ｓ、国土問題研究会６０００â /ｓ、水源連６１５０â /ｓ、
さらに森林の保水機能を考慮して５３００â /ｓと様々な主張がありました。
そこで、次の四角囲みですが、平成１４年７月２８日に、住民討論集会の中で、

専門家会議において統一案としまして、理論値５５００â /ｓ、それから、理
論値に安全率を充分にみて算出された採用値６３５０â /ｓが提示されており
ます。これらの経過をたどり、最後の四角囲みですが、平成１５年６月３０日

に、川辺川ダムの体系的代替案、５５００â /ｓが示されたわけでございます。
この値は、森林の生長と人工林の針広混交林化推進の効果を考慮して計算を行

った結果、安全度を考慮した上で算出されたというものでございます。なお、

参考資料としまして、右側の６ページから、川辺川ダムの体系的代替案の基本

高水流量について資料を載せております。１枚めくりまして、右側の８ページ
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には赤枠で囲んでおりますところがありますが、この中の(３)の内容が体系的

代替案における解析手法の大きな特徴となりますので、若干触れさせていただ

きたいと思います。簡潔に御説明しますが、森林の保水力が低下していた時期

に発生した洪水は、仮に森林の保水力が高かったならば低減できたと考えられ

るため、その仮定の下に、洪水ピーク流量を補正して低減させるというもので

すが、さらに、安全側に見て補正をかけたという趣旨のものでございます。１

枚めくりまして９ページですが、実際にこの考え方に基づき、流量確率法の計

算に用いられた流量データを載せております。表は２つありまして、左側が人

吉地点、右側が八代市の横石地点ということで整理されております。時系列で

１９５３年から２０００年まで並べられておりますが、年ごとに、左から２番

目の欄の「実績流量」に、表の右端の欄に記載されております「補正係数」を

乗じて求められておりますのが、表の右から２番目の欄に記載されております

「１９５５年以前の森林状態を回復した場合の流量補正値」になるということ

でございます。この流量補正値をベースに、流量確率評価を行った結果が、１

ページ戻りまして、右側８ページの下から４行目の５３００â /ｓとなり、更
に安全側を見てそれに余裕を加えた数字が、反対側が提案されている５５００

â /ｓとなります。ちなみに、前回御説明いたしましたが、国も検証という位
置付けで同様の流量確率評価を行っております。国は実績流量の生データで計

算しておりまして、６００１â /ｓ～７１５９â /ｓという値を出しております。
国のデータに幅がありますのは、様々な確率計算手法で検証を行った結果でご

ざいます。

次に、２ページめくりまして１１ページになりますが、左側囲みの５番を御

覧ください。基本高水のピーク流量を決定するに当たりまして、実績降雨量を

計画降雨量まで引き伸ばし、その結果、短い降雨継続時間の降雨量が非現実的

となっているものについて棄却するという手法について、検討小委員会等では

どのような審議がなされたかという御質問でございます。四角囲みの下になり

ますが、棄却理由につきましては、河川分科会への検討小委員会の報告にもあ

りますように、検討小委員会では質問が多く出されております。ただし、質疑

回答は内容が重複しておりますので、主なコメントを右側で紹介させていただ

いております。まず、右上には、事務局に対して潮谷前知事が委員としてコメ

ントしたものが赤枠の中でありまして、「引き伸ばしや棄却については、科学

的に妥当性が証明されているものではないが、現時点では一番合理的な手法だ

と、このように伺っております。しかし、今回の場合、棄却という行為、この

ことが基本高水を導く対象洪水を選定する上で非常に重要な意味を持つだけ

に、私は、球磨川水系における棄却基準について再度説明をいただきたいとい

うふうに考えます。」と述べられております。これに対して、事務局の回答を

下に載せておりますが、赤枠のところをそれぞれ読みますと、「棄却について

明確な基準というものを設けているものではございません」ということや、「棄

却した昭和４０年７月型の洪水でございます。これは、実際棄却しないで検討

いたしますと、７０００â /ｓくらいではなくて、１００００â /ｓくらいの洪
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水になります。これを、何故こうなるかという原因をずっと調べていきますと、

毎回話が出ております、短時間の雨量が実に１／３００００だとか、ちょっと

信じられないような、基準だとか、そういうレベルではなくて、とてつもなく

あり得ないようなものになっているということが判明しております。このよう

なことから、こういうあまりにも異常な短時間の雨のものにつきましては棄却

をしたというものであります。」という回答がなされております。

次に、１枚めくりまして１３ページになりますが、左上囲みの６番を御覧く

ださい。前回会議において、委員より、北海道の日高水害における事例紹介が

ございました。日高では流木による洪水が発生した、という内容のものでした

が、ここでは、近年の雨の降り方の変化により、今後も発生が懸念される斜面

崩壊やそれに伴う流木の発生に関連する内容としまして、検討小委員会におい

て、川辺川上流域における最近の斜面崩壊の発生状況やその対応について触れ

られておりますので、ここで御紹介します。左に載せております図は、平成１

７年の台風１４号で発生した山腹崩壊の箇所をプロットされたものでございま

す。黄色の線で囲まれたところが川辺川の流域ですが、この上流域を中心に山

腹崩壊が１９５箇所確認されております。図の中央に宮園地区がありますが、

ここから上流へ１０キロ行きましたところでは、流れ出た土砂による河床の上

昇が確認されております。右上の黄色のところですが、昭和３８年の豪雨災害

を契機に、国土交通省では、宮園地区より上流に砂防えん堤を３９基設置され

ており、川辺川本川に設置されている砂防えん堤２基では、朴木と樅木でござ
ほおのき も み き

いますけども、少なくとも約１９万âの土砂を捕捉しているということでござ

います。右下の緑色のところに国の見解が示されております。「今後の出水に

より、これらの土砂が流下することが想定されますが、砂防えん堤より上流の

土砂はえん堤で捕捉されるため、一気に流出する可能性は少なく、本川等の下

流河道への影響は小さいものと考えられる。砂防えん堤より下流の土砂につい

ては、宮園地区等への影響を把握するため、モニタリング等の調査検討を行い、

関係機関と調整を図りながら必要な対策を実施する」とあります。このことに

つきましては、県としましても、国と連携して、適切に対処していく必要があ

ると考えております。

次に、１枚めくりまして、１５ページ左上囲みの７番を御覧ください。河川

整備基本方針の本文において、施設能力以上の洪水が発生し氾濫した場合の対

応についての記載がありますが、県と市町村との連携についてはどのようなも

のがあるかという御質問でありました。また、この内容に関連してもう１点御

質問をいただいておりまして、この基本方針の文面を構成するにあたり、検討

小委員会等で具体的な審議がなされたのかという内容のものでございました

が、議事録を調べた限りにおきまして、これについて詳細な議論というのはな

されていなかったようでございます。それでは、県と市町村の連携についての

御説明に入りますが、まず、四角囲みの下のところで、法的な位置づけを載せ

ております。水防法第３条の６におきまして、「都道府県はその区域における

水防管理団体が行う水防が十分に行われるように確保すべき責任を有する」と
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規定されており、水防の第１次責任は水防管理団体である市町村等にあります

が、水防の効果を発揮するためには、都道府県が広い立場に立って、水防計画

の調整を行う必要があるということが示されております。具体的に都道府県が

実施することとされている行為は、ここに箇条書きでお示ししているとおりで

ございます。右側に移りまして、では計画規模を超える洪水及び河川改修途中

又は未整備区間において、洪水被害を軽減させる施策としまして、ソフト対策

の面で県と市町村がどのような連携を実施しているかという点について、１６

ページの１番「洪水浸水想定区域図の作成」、１枚めくりまして１７ページに、

２番としまして「ハザードマップ作成支援」、３番としまして「情報基盤整備」

の３つの事例を御紹介させていただいております。

右側の１８ページに移りまして、最後の８番でございます。河川計画を決定

する上で、気候変動、つまり将来の雨量増加等を加味するかどうかということ

に関する、検討小委員会等での審議内容についての御質問でございます。この

ことにつきましては、コメントを２つ載せておりますが、まずは、「今後の気

象変動を考慮してはどうか」というある委員の意見に対して、別の委員のコメ

ントですが、赤枠のところで、「今御説明のあった懸念をしっかり置いておく

ことは大事だと思いますが、議論の焦点は、現段階の気候条件の中で計画をつ

くるということに私ども集中した方がいいのではないか。そうしないと、直近

に生命財産の問題があって、そういう計画論の大改訂を全部やってからでない

と基本方針はつくれないということになってしまいますので、私は現段階のも

ので、やっぱり議論を進めるべきだというふうに思います。」という御発言で

ございます。最終的には、この下に載せておりますが、河川分科会への報告の

中で、「なお、他の委員からは、地球温暖化により洪水の発生規模は今後大き

くなるので、それを織り込んではいかがかという意見がございましたが、まだ

予見の範囲でございますので、この委員会では採択いたしませんでした」とい

う発言があり、基本方針の本文には「なお、今後、地球温暖化に伴う気候変動

に関する新たな知見により、基本高水のピーク流量算出の前提条件が著しく変

化することが明らかになった場合には、必要に応じこれを見直すこととする」

と記載されております。１枚めくりまして１９ページには、参考資料としまし

て、「気候変動に適応した治水対策検討小委員会」で取りまとめられました答

申案を付けさせていただいております。気候変動の予測結果としまして、降水

量が増加するという表と、それに伴い治水安全度が影響を受けるという表をお

載せしておりますが、最終的には、右側にもありますように、「具体的な適応

策及びその実施に当たっての技術的課題は今後取りまとめる」というように締

めくくられております。

以上が第２回会議の補足説明でございます。

【森田座長代理】

ありがとうございました。ただ今の御説明につきまして、何か御質問はござ

いませんでしょうか。
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【鬼頭委員】

質疑というよりはコメントですが、最後、第８番目のところに関してすけれ

ども、１９ページのところで、上側に表の１というのがございまして、「１０

０年後における年最大日降水量の変化率」ということで、一つの研究の結果が

出ているわけですが、九州では１．０７倍ということになっています。現在の

研究の水準、レベルからいって、１．０７という数字にどれくらいエラーバー

があるのかということをつける段階には、残念ながらございません。１．０７

が、０．９倍として現在より減るのかもしれないし、それ以上の、例えば１．

３倍になるのかもしれない。現在の研究のレベルがそういったものであるとい

うことは、考えておかないといけないと思います。

しかしながら、九州でどうこうといった地域別の数字を出すのは難しいです

けども、温暖化が将来起こることはかなり確実ですし、過去１００年に起こっ

た気温上昇よりはかなり大きな気温上昇が将来起こるであろうと。そういった

場合に、一般的な結果として、より強い雨、また、より多量の雨が降るであろ

うという可能性はかなり高いというふうに思います。

ですから、こういったことをまず頭の中に入れた上で、基本高水の数値を考

えていく必要があるのだと思います。

２つ目は、この数字を出している元になりました、ここではＧＣＭ２０とい

うふうに書いてございますけれど、これは気象研究所の気候モデルをベースに

した実験結果です。気象研究所の気候モデルの世界平均の気温上昇量は、ＩＰ

ＣＣの第４次評価報告書に出ました二十幾つかのモデルの世界平均の気温上昇

量、いろいろな研究機関によって幅があるのですけれども、その中で見ますと、

中位よりは低位の方に属するということです。ですから、ここで使われた気候

モデルよりも、より世界平均の気温が上昇すると予測しているモデルがありま

す。一般的に気温の上昇がより高くなりますと、降水量の変化もより大きくな

ると考えられますので、２つの不確実性を念頭に置いた上で、基本高水が５５

００â /ｓであるか７０００â /ｓであるか、そういった数字にどれくらい確実
性があるのか、ということを考えた上で、全体の議論をやっていく必要がある

と思います。

【森田座長代理】

ありがとうございました。関連してどうぞ。

【鈴木（和）委員】

１つ、今の鬼頭委員の御説明で質問なのですが、温暖化が進むと降水量が高

まるという(ことの)、簡単に、その原理ですけれど、蒸発散が多くなるから雨

が多くなる、簡単になかなか言えないと思いますけれど、一般的に簡単に説明

すると、そういうことでしょうか。
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【鬼頭委員】

簡単に申しますと、気温が高くなりますと、大気中に含まれる水蒸気量が増

えるんですね、そうしますと、同じ風が集まって収束があった場合にも、より

多くの水蒸気が収束しますので、より多くの雨が降るというふうに考えること

ができます。

【池田委員】

私も１点よろしいでしょうか。やはり鬼頭委員にお伺いしたいのですが、１

９ページの表を見ますと、１．２４とか、あるいは九州では１．０７という数

字があがっているんですが、これは先程おっしゃったように、予測の幅という

ものがあるだろうと思います。そういう予測の幅というのも、このＧＣＭで出

せるのかどうか、その辺りいかがでしょうか。１．０７というのは、その中位

予測、平均予測みたいなものではないかと思うのですが、その辺りはいかがで

しょうか。

【鬼頭委員】

ここで出ている数字は、ある１つのモデルを使って、ある１つの条件で行っ

た結果になります。ですから、エラーバーをつけるためには、いろいろな、数

多くのモデルを使って実験を行った結果を持ってくる必要があります。

ただし、残念ながら今までのところは、そこまでできておりませんので、今

後の課題となっています。

【森田座長代理】

他にいかがでしょうか。

【鈴木（雅）委員】

７番のところで、これは前回私がお尋ねしたことに対応するかと思うのです

が、熊本県の防災情報伝達体制というのは、防災消防課が管轄される気象情報

システムと河川課が管轄される水防情報システムと、それから砂防課が管轄さ

れる土砂災害情報システムと、３つあったのではないかと思いますが、今ここ

で御紹介いただいたのは、この前の会議で質問してから期間が短かったせいか

もしれませんが、水防法に係るものだけで、流域の治水の安全度、あるいはそ

れに対する情報伝達体制、避難警戒体制ということでいうと、今あります３つ

の情報システムを有効に組み合わせてお伝えする、住民の方に提供するという

必要がある。そうすると、これは川の話だから水防だけで考えるというのは(い

かがなものか)。もう少し全体的な県の対応が別途あるのだと思いますが、そ

の辺いかがでしょうか。

【事務局】

ちょっと限定して書きすぎたかなという感がしております。申し訳ございま
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せん。先程おっしゃったように、県としましては、河川、砂防そして防災消防、

３つの部署が一体となりまして、統合型防災情報システムをつくっておりまし

て、そこで一元的にソフト対策を進めるなどということで、現実的には、対応

しております。

【森田座長代理】

よろしいでしょうか。他にいかがでしょうか。

すみませんが、私も、司会をやっておりますけれども、委員として質問した

いと思います。３ページの左の方なのですが、上の方の、河川分科会における

検討小委員会委員長のコメントということですが、ここの文章で意味がよくわ

からないところがあります。先程御説明があったところの中略以下です。「結

局において７０００トンという提案は、いずれの検証の中でもこれを超えてい

る限りにおいて、住民の生命・財産を守る安全保障責務として、当委員会とし

ては７０００トンを妥当とすることに至った」というのは何を言っているのか。

７０００â /ｓが妥当だという結論はわかるのですが、その論理が理解できな
いのですが。

【事務局】

非常に哲学的な表現だと思いますが、前回の第２回会議の説明資料４の１４

ページがございまして、基本高水流量を設定するに当たりまして、国交省は河

川砂防技術基準のとおり７０００â /ｓを算定されておりますが、それをいろ
いろな手法、７つの手法で検証されております。ここの７つの手法におきまし

て、大体７０００â /ｓから大きなところでは１００００â /ｓというようなこ
とで、いろいろな数字で検証した結果、安全保障として、我々とすれば７００

０â /ｓは責務として確保すべきだというような趣旨ではないかと、私どもは
受け取っております。

【森田座長代理】

まだ、わかったようなわからないような気もいたしますけれど、結構でござ

います。

それでは、前回の宿題に対してはよろしいでしょうか。

それでは、時間もございませんので、続きまして、次に、治水について事務

局の御説明お願いいたします。

【事務局】

続きまして、第２回有識者会議におきまして「基本高水」と「森林の保水力」

について御説明いたしたところでございまして、今回、第３回につきましては

「計画高水流量」について御説明させていただきます。

資料につきましては、説明資料２－１をお願いいたします。説明資料２－１で

ございますが、これは、「川辺川ダムを考える住民討論集会」における、「計
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画高水流量」に関しましてのダム反対側と国交省との意見を整理したものでご

ざいます。まず、１ページでございますけれども、「現況流下能力(現況河道

流量)」につきましては、ダム反対側は、人吉地点で４３００â /ｓ、堤防天端
まで許容すれば５４００â /ｓ、八代地点では９０００â /ｓ。これに対しまし
て、右側の国交省側は、人吉地点で３９００â /ｓ、八代地点で６９００â /ｓ
と主張されました。

このことにつきましては、説明資料４－１を用いまして説明させていただき

たいと思います。説明資料４－１の１ページをお願いいたします。この資料は、

住民討論集会においてダム反対側が説明された資料でございます。右側に書い

てありますように、「人吉地点では昭和５７年に過去最大の５４００トンの水

が溢れずに流れた」とし、次のページ、２ページの右上の図７「人吉地区の現

況河道の最大流下能力」のグラフを基に、このページの左側のアンダーライン

のとおり、「人吉地区の現況河道で流下可能な洪水流量を計算したところ、人

吉地点４３００トンであった」とされております。また、堤防天端まで余裕高

の１．５ｍ部分を許容した場合は５４００â /ｓが流下可能ということから、
人吉地点では４３００â /ｓ、また、現状でも堤防天端まで許容した場合は５
４００â /ｓであるとされております。
ここで、飛びまして９ページをお願いいたします。これは、昭和５７年７月

２５日洪水の浸水状況ということで御覧ください。ダム反対側が「人吉では昭

和５７年に過去最大の５４００トンの水が溢れずに流れた」と主張されたこと

に関しまして、国交省側は、このような状況写真を提示した上で、右下の四角

を拾い読みしますと、「これは昭和５７年７月の洪水の時の人吉市の状況でご

ざいます。繊月大橋から下流側の西瀬橋の方を見た写真でございまして」、と

いうところで２行飛ばしまして、「堤防が出来ていたと、出来ていたけれど、

それを越えて氾濫しているということで、これについては前回現地視察の際に、

異論者側の方々とも確認をさせていただいたと認識いたしているところでござ

います」というような発言が載ってございます。

戻りまして３ページです。右側に書いてありますように、八代地点において

は、「昭和５７年に発生した洪水で７２４６トンが流れたにも関わらず、堤防

は決壊せず、堤防の上までは十分な余裕があった」とし、次の４ページ右中断

の図１４の「八代地区の洪水痕跡水位」のグラフを基に、このページの左側の

アンダーラインのとおりでございますが、「八代地点では、過去に６５００～

７０００â /ｓの洪水が５回流下しており、昭和５７年と平成７年の洪水痕跡
水位を見ると計画高水位に対して１．５ｍ以上も低いところを流れており、十

分な余裕がある。川辺川ダムがない場合の八代地区の８０年に１回の洪水流量

は、国交省の数字では８６００â /ｓであるが、痕跡水位から考えても８６０
０â /ｓが流れても計画高水位を大幅に下回ることは確実である。８６００â /
ｓが流下した時の水位が図１５のとおりであり計画高水位を下回っている」こ

とから、９０００â /ｓとの主張でございます。次のページ、５ページをお願
いします。左上段の図１６の「球磨川の堤防高(八代地区)」による説明で、「８
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６００â /ｓ流下した場合、河口から７㎞付近で最高水位が計画高水位を約４
０㎝上回り、余裕高１．５ｍの確保が出来ないため、国交省はいつ堤防が破堤

してもおかしくない状態であると述べているが、実際には現況の堤防高が計画

堤防高より７０㎝以上高いことから、余裕高が１．８ｍ以上確保できている。

しかも、現況堤防高の高さを確保した上で堤防の強化工事が行われる予定だか

ら、破堤の心配はない」ということからも八代地点では９０００â /ｓと主張
されています。

６ページの左上をご覧ください。国土交通省側は、人吉地点では、河道水位

シミュレーションモデルにより計算し、法令どおり余裕高をとる、ただし、前

提条件として平水位以上の堆積土砂等の掘削による河床整正を行った場合、毎

秒３９００â /ｓである(との主張であり)、下の図ですが、八代地区では、地
区の現況堤防が完全な形でないため、堤防の断面不足、スライド堤防という説

明図がございますが、この概念により十分な安全が確保できるところまでスラ

イドダウンを行い計算すると、この地点の流下能力は６９００â /ｓとなると
の主張でございます。

次に７ページをお願いします。この資料は住民討論集会における「住民グル

ープ討論集会対策治水班」が、住民側の「川辺川ダムの体系的代替案」を取り

まとめられたものでございます。ダム反対側は、人吉地点では、左側下段部

「(２)人吉地区」というところでございますが、「現状でも堤防の天端まで許

容すれば、概ね５４００â /ｓの流下が可能であるが、安全性を十分に考慮し
て、１．５ｍの余裕高を持って流下できる河道断面を確保する。そのため、計

画河床高までの河床掘削を行い、未整備の堤防を整備する」とされ、８ページ

左の図１１からも、流下能力を５４００â /ｓであると主張されております。
八代地区でも、右下の図１５ですが、萩原地点で最大流量８６００â /ｓを、
川辺川ダムがない場合の八代地区の最高洪水位を不等流計算を行い求めたもの

ですが、計画高水位までは至らないと主張しておられます。１ページ戻りまし

て、７ページ右の「(４)八代地区」のアンダーラインのとおり、現況の堤防を

強化することで８６００â /ｓと主張されております。
もう１ページ戻りまして６ページ右中段ですが、国交省側は、人吉地点では

河川沿いに温泉旅館やホテル、家屋が密集しているため、特殊堤方式を用い、

河床の地質特性を考慮し可能な範囲まで掘削をしても、４０００â /ｓを流下
させることが限界であり、八代地点では７０００â /ｓとの主張でございます。
このように主張の違いがございましたが、結局、この住民討論集会において、

双方の主張の合意には至っておりません。

次に、代替案について御説明いたします。説明資料の３をお願いいたします。ここで、

改めまして、「川辺川ダムを考える住民討論集会」を始める契機となりました、

川辺川ダム反対側の民間団体が平成１３年１１月に提出しました「治水代替案」

に対する御説明をさせていただきまして、「川辺川ダムを考える住民討論集会」

での「ダム反対側」と「国土交通省、容認・推進側」双方の主張を整理させて

いただきます。
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まず、川辺川ダムに反対する民間団体が提案しました「治水代替案」について御

説明いたします。説明資料３の１ページ左上を御覧ください。ダム反対側が

提案しました「治水代替案」について記載しております。この代替案は、基本

高水流量及び計画高水流量の見直しは行わず、つまり、工事実施基本計画に定

められた７０００â /ｓ、４０００â /ｓを前提として、ダムによる効果を完全
にハード的にカバーしようとするものでございます。まず、人吉地点でござい

ますけれども、ダム反対側は、川辺川ダムの洪水調節効果をハード的にカバー

するダムの治水代替施設の建設費として必要なのは、新たに、部分的な河床掘

削と特殊堤方式で現在の堤防高を更に１ｍ嵩上げする、その費用として約２０

億円(と主張しており)、これに対して、国土交通省は、川辺川ダムが無い場合

の流量を安全に流下させるためには、人吉地点で、堤防の余裕高も含め、２．

５ｍの堤防の嵩上げが必要になる。そのために、４０ ha の用地、５５０戸の
家屋、商店等の移転が必要となり、橋梁１４基、道路の嵩上げが必要となり、

その費用として１，１６０億円以上(が必要と主張しています)。中流部ですが、

ダム反対側は、川辺川ダムの洪水調節効果をハード的にカバーするダムの治水

代替施設の建設費用として必要なのは、現行計画を修正し、築堤高や地盤高を

１．０～２．５ｍ高くした計画とする。その費用として、擁壁で対応した場合

として５０億円(と主張しており)、これに対し国交省側は、川辺川ダムの洪水

調節を前提として、水防災対策等特定河川事業を実施しており、川辺川ダムが

無い場合の流量を流下させるには、再度約１～２．５ｍの嵩上げが必要となる

他、鉄道や国道の嵩上げ等も必要となる。その費用として８７０億円(が必要

と主張しています)。次に八代地点ですけれども、ダム反対側は、川辺川ダム

の洪水調節効果をハード的なカバーするダムの治水代替施設の建設費用として

必要なのは、萩原堤防強化が必要であるが、これは現在の事業計画を実施する

ものとしているため、追加すべき治水代替施設の費用は計上されておりません。

これに対し国土交通省は、高水敷及び河岸掘削の費用として７０億円(が必要

と主張しています)。なお、ダム反対側の主張する内容につきましては、説明

資料５の１ページに関連する箇所に下線を引いております。国土交通省の主張

する内容につきましては、説明資料５の４ページにまとめております。

説明資料３の１ページの左側中程に戻っていただきまして、ダム効果をハー

ド的にカバーする方法としまして、遊水地も、治水代替施設として考えられて

おります。なお、ダム反対側がいう遊水地とは、自然遊水地ということでござ

います。遊水地に関する提案は、住民討論集会の進行とともに提案内容が変わ

っておりますが、当初案としましては、平成１３年１２月の第１回住民討論集

会で、遊水地候補地として、平成１３年１１月公表の川辺川研究会のパンフレ

ットの中で、５００～１０００â /ｓの洪水調節流量を有する遊水地の整備を
提案されております。説明資料５の２ページをお願いします。そこにあります

９箇所が発表されております。黄色のところがその候補地でございます。再び、

説明資料３の１ページの左側中程に戻っていただきまして、遊水地の２点目で

ございます。その後、平成１４年２月の第２回住民討論集会においては、ダム
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の代わりと同じ流量をカットする遊水地を考えているのではなく、他の代替案

と組み合わせることにより、５００â /ｓ程度のカットでよい(という内容にな
りました)。また、その後のダム反対側と国土交通省、容認・推進側合同で行

われた現地調査の後には、地元住民からの遊水地に対する反対の声もありまし

て、平成１４年６月の第３回住民討論集会では、２００～４００â /ｓ程度の
カットでよい、また、遊水地候補地については見直すと、その提案内容が修正

されております。このように、「川辺川ダムを考える住民討論集会」での審議

が進む中で、ダム反対側と国土交通省側とで双方の主張に対する質疑が行われ

ました結果、矢印の下になりますけれども、ダム反対側は、「平成１４年１２

月の第５回住民討論集会において、遊水地につきましては、水源開発問題全国

連絡会や国土問題研究会や川辺川研究会等と体系的に検討し、見直した結果」、

遊水地の現在の位置づけについては変わっておりまして、アンダーラインのと

おり、「現在の治水対策の基本は、計画河床をしっかりと掘削して河道を確保

すれば、それで十分である。遊水地につきましては、現在ではたくさんある案

のうちの一つである」とされております。さらに、その下の太字でございます

が、「平成１４年１２月の第５回住民討論集会において、住民討論集会を通じ

て随時新しいデータが出てきたから見直し、代替案がより科学的に進化した」

として、ダム反対側の「統一見解としては、７０億円という金額はない」とさ

れておりまして、平成１３年１１月に提案された治水代替案は白紙に戻ってお

りまして、次の２ページの体系的代替案として整理されております。

２ページでございますが、平成１５年６月に、ダム反対側から民間団体の統

一見解としまして、「川辺川ダムの体系的代替案」が出されております。まず、

基本高水流量につきましては、森林の生長と人工林の針広混交林化推進の効果

を考慮して科学的な計算を行った結果、十分な安全度を見た上で、人吉地点で

５５００â /ｓ、横石地点で７８００â /ｓと算出されました。この経緯につき
ましては第２回会議の中で御説明しております。次に、今回御説明いたしまし

た住民討論集会における計画高水流量につきましては、各地区ごとに見直され、

まず、その前提としまして「緑のダム構想」の推進として「１９５０年代また

はそれ以前の森林の状況を再現するため、球磨川流域の人工林を強間伐し、針

広混交林化し、洪水ピーク流量の更なる低減を進める。当面、上流域、中流域

の人工林の５０％を今後１０年間で強間伐することを先行して行い、次の１０

年間で残りの５０％の強間伐を行う」とし、その結果、計画高水流量として、

その下にあります、人吉地区では、５４００â /ｓ、これは太字のように「現
在でも堤防天端まで許容すれば、概ね５４００â /ｓの流下が可能であるが、
安全性を十分考慮して、１．５ｍの余裕高を持って流下できる河道断面を確保

する。そのため、計画河床高までの河床掘削を行い、未整備の堤防を整備する」

というものでございます。また、その下の太字の波線、アンダーラインでござ

いますが、「よって、８０年に１回の最大洪水流量」、基本高水流量でござい

ますが、「５５００â /ｓへの対応が可能である」(とされております。)中流部
地区でございますが、中流部地区では「瀬戸石ダムの堆砂を定期的に除去する
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か、または荒瀬ダムとともに瀬戸石ダムも撤去して、堆砂による水位の上昇を

なくす」。「現行計画どおり、計画高水位の洪水に対応できるように、宅地等

水防災対策事業、宅地の盛土、家屋の嵩上げ等や築堤による河川改修を進め

る」。※印ですけれども、「ただし、荒瀬ダムより下流および瀬戸石ダム貯水

区間より上流の一部の地区については現行計画をレベルアップして、計画高水

位＋１ｍ程度の洪水位に対応できる河川改修が必要である。しかし、流域の森

林整備が１００％に近づくにつれて、基本高水流量がさらに低減するので、こ

のレベルアップが不要となる可能性が高い」という主張でございます。八代地

区では、堤防の強化工事を行うことで、流下能力は８６００â /ｓあり、「よっ
て、１／８０の最大洪水流量７８００â /ｓへの対応が可能である」というこ
とで、つまり、各地区ごとに、工事実施基本計画に定められた河川改修を実施

することにより、改めて追加の治水対策を行うことは不要であるという代替案

が提案されております。

このように、平成１３年１２月に始まり、平成１５年１２月までの計９回に

わたり開催されました「川辺川ダムを考える住民討論集会」では、「基本高水

流量」、「計画高水流量」に対する、ダム反対側と国土交通省、容認・推進側

の主張の違いが明確とはなりましたけれども、最終的に、この住民討論集会に

おいて、双方の主張は合意に至っておりません。

以上が、代替案の説明でございます。

それでは続きまして、説明者を替わりまして、球磨川水系河川整備基本方針

検討小委員会での「計画高水」に関する審議内容につきまして御説明いたしま

す。資料は、説明資料２－２と、説明資料４－２の２つを使いまして御説明い

たします。

まず、説明資料２－２をお願いいたします。１ページめくっていただきまし

て、先程説明にありましたように、住民討論集会では、賛否双方の主張・意見

等がありました。検討小委員会では、このような意見を踏まえまして、あるい

は審議中に多数の意見書が提出されましたので、そういうものを踏まえながら

審議がなされまして、小委員会としての結論が得られております。

まずは、一番上に「主な論点」とありますが、この欄を御覧ください。「環

境を含む自然的及び社会的制約の中で、河道でどれだけの流量を流しうるか」

という論点での審議であります。審議の概要につきましては、その下の左側に

「審議概要」ということで記載しております。大きな項目だけ確認していただ

きますと、「現況流下能力」、そして次が「計画高水流量」としましての「引

堤方式」、「堤防嵩上げ方式」、「河床掘削方式」といった内容で審議されてお

ります。ここにある意見につきましては、実際に検討小委員会で用いられまし

た資料の図表を確認していただきながら、御説明いたしたいと思います。なお、

右側に記載しております「検討小委員会及び委員へ送付された意見書等」につ

いては、審議中に提出されたものをここに御紹介しております。検討小委員会

ではこのよう意見を踏まえて審議がなされております。説明の順番としては、
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後先になるところもありますけれど、左側を説明した後に、右側の説明に移り

たいと思っております。

それでは説明資料４ー２をお願いいたします。まず、資料の４－２の１ペー

ジを御覧ください。住民討論集会について、先程紹介しましたところは、改め

て検討小委員会でも整理されました。(その)説明があった表です。計画高水流

量に関する論点としましては、ダム反対側といたしましては、現況河道流量、

人吉地点で４３００â /ｓ、堤防天端まで許容した場合が５４００â /ｓ。一方、
右側ですが、国土交通省・推進側は、余裕高を法令どおりとった場合に３９０

０â /ｓとなっています。下の八代地点は割愛いたしまして、その下の計画河
道流量を御覧ください。下の計画河道流量につきましては、人吉地点につきま

して、ダム反対側は左下に絵がありますけれど、「更にたくさんの水が流れる

ようになる」と書いてあるところですけれども、左下の図面の黒いところを掘

削することで５４００â /ｓ。それに対しまして、右側ですけれど、国土交通
省・推進側は４０００â /ｓということでありました。ここで国土交通省の注
釈が２つ程あります。１つ目のポツですけれど、「昭和４０年代の計画といい

ますのは、環境調査等があまり実施されていない頃に設定した断面」であると

いうことが１つ。それから２つ目ですけど、「船下りや環境に配慮しますと４

０００トンが限界」であるという説明がありました。八代地点は割愛いたしま

して、人吉地点で争点になっていますのが２点ありまして、１点目は「堤防の

余裕高」、２点目は「計画河床の考え方」。これについての国土交通省の見解

が、次の２ページに示されています。

まず、１点目の余裕高でございますが、「堤防の余裕高まで許容した場合に

は、人吉地点で５４００â /ｓを流下させることができるのではないか」とい
う反対側の方からの主張が書いてございますが、それに対しまして、余裕高と

いうものの考え方についての説明がありました。左上の黄色の枠を御覧いただ

きますと、余裕高の目的が４つ書いてございます。１つ目は、「自然現象であ

る洪水時の風浪やうねりや跳水、こういったものへの対応」ということになり

ます。下の写真を御覧いただきますと、左側ですけど、洪水時のうねりという

のが紹介されております。このように、出水時の状況、風浪やうねりがあると

いうことで、こういうものに対する対応が１つの目的ということでございます。

それから、黄色の枠の方に戻りまして、「洪水時の巡視や水防活動を実施する

場合の安全の確保」、「流木等流下物への対応」。特に、４つ目にありますけれ

ど、「橋梁の桁下を洪水が安全に流下できるためのクリアランスの確保」とい

うことで、下の方に、右側の写真ですけれど、洪水の時に橋に流木がひっかか

りまして流下阻害が起こっている、というような状況でございます。こういう

こともありますので対応が必要だということで、余裕高の目的の１つとされて

おります。そういうものも含めまして余裕高を考えているという見解でござい

ました。

次に、右側の枠を御覧ください。旧計画であります工事実施基本計画策定時

点での計画河床の考え方についての説明が、検討小委員会の中で行われており
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ます。「旧計画においても、人吉地区の河床掘削は、地下水、温泉源、漁業、

舟下り等への影響が懸念されることから、もともと検討課題とされていた」と

いうことと、実際には大幅な引堤を過去に行っておりまして、その中で、そう

いったものへの懸念があったと。そのため、平水位以上の掘削については対応

が可能ですけれども、実際にもっと大きく掘削することについては深刻な影響

が出るのではないか、そういうような説明がございました。河床掘削について

は、さらに詳しい説明が後でなされておりますので、後で御紹介いたしたいと

思います。

次に、説明資料の３ページを御覧ください。もう１つ、争点といいますか、

人吉地点の流下能力につきまして、住民討論集会において双方の主張に相違が

ありました。これについて、検討小委員会において、事務局から説明がありま

して、審議がなされております。上の方に赤い枠がございます。「流下能力は

様々な流量で水位計算を行い、評価時点の河道において洪水を安全に流下させ

ることが可能な水位、堤防が完成している場合は計画高水位、それ以下となる

最大の流量」であるという説明であります。その下の青い枠に、「通常の流下

能力算定の事例」ということで、「人吉の区間については、堤防がおおむね完

成しておりますので、計画高水位以下で流下可能な洪水流量を算出」というこ

とで、国土交通省は、現況流下能力が３６００â /ｓというふうにされており
ます。なお、先程３９００â /ｓというのがありましたが、あれは河床整正を
行ったときの流下能力でございますので、補足をしておきたいと思います。一

方、ダム反対側は、右の青色の枠にありますように、４３００â /ｓという主
張をされております。下の図にありますように、計算水位が計画高水位を赤丸

で示している２区間で超えているということで、国土交通省としては、必ずし

も安全が確保されていないので、流下能力として、４，３００â /ｓとしては
評価できないというような説明がありました。小委員会の委員からも、４３０

０â /ｓを流下能力とするのは難しい旨の御意見でございました。なお、この
右側の図の見方を簡単に御紹介いたしますと、縦軸が水位、横軸が河口からの

距離、凡例を御覧いただきますと、一番上の線が計画の堤防高さ、二番目の線

が計画高水位ということで、計画の堤防高さから余裕高分を除いた高さになり

ます。そして、太い線が４３００â /ｓ流れた場合の計算水位、こういうよう
な見方になります。

次に、４ページを飛ばしまして５ページをご覧ください。人吉地区において

どの程度川を拡げられるかというような説明です。河道断面は、なるべく大き

な断面を確保しまして、流量の増大、河道に流し得る流量の増大を図る必要が

ありますけれども、その方法として、引堤、堤防の嵩上げ、河床掘削の３つの

方法があります。まず１つ目として、「引堤」による流量の増大の可能性の説

明です。球磨川におきましては、既設の市房ダムで調節をいたしまして、基本

高水が７０００â /ｓでありましたので、引き算して６８００â /ｓの処理が必
要となります。左上の写真で、人吉市街地を流れている球磨川の状況がわかり

ますけれど、左岸側の青色の点線、ちょっと見づらいと思いますけど、４つ青
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い点線が示されております。これは山付き区間ということで、球磨川に山が迫

っている、そういうことで左岸側、この写真でいきますと下の方へ向かって引

堤をおこなうことは、なかなか困難だということです。そういうことで、右岸

側、この写真では上の方に向かって引堤を行いまして、川幅を拡げます。そう

しますと、市街地の方、赤い線で示されておりますけれど、この線まで引堤を

行うということになります。大変多数の人家や重要な建物に影響が出てしまう

ことになります。１枚めくっていただきまして、６ページを御覧ください。も

う少し詳細に見ますと、(写真は)人吉市の中心街に近いところです、引堤を右

岸側の方にやります。そうしますと、青い線で示される国道４４５号の両方に

またがりますいろいろな主要な地域の機関とか、人吉の観光の温泉旅館だとか、

そういったところが軒並み移転の対象になってしまうということで、こういう

ものも併せて、１６５０世帯が移転を余儀なくされるという大きな社会的影響

が出てくる、ということでございます。

次に７ページを御覧ください。川幅を拡げる引堤が難しければ、二番目の方

法としまして、「堤防嵩上げ」による流量の増大の可能性についての説明でご

ざいます。まず、上の緑色の枠がございますけれども、この堤防嵩上げという

のは、基本的に従来避けてきた、という説明がありました。それは、万一氾濫

した場合に被害が大きく拡大することになるということで、その地域が従来経

験したことのないような水位はかけないというのが原則である、というような

説明がございました。仮に、それがやむを得ないということで堤防嵩上げによ

る流量の増大ということを考えますと、やはり堤防が壁のようにでき上がりま

すので、人吉市街地が、堤防のちょうど川から見て裏側になりまして、堤防に

立ちますと、その高さから居住地側を見ますと、大分低いところになるという

ことでございます。１枚めくっていただきまして、８ページをお願いいたしま

す。人吉市街地の平面図があります。堤防嵩上げを行いますと、堤防だけが高

くなるということではなくて、人吉市街地には、何本か球磨川を横断する橋梁

があります、その橋梁も堤防嵩上げに合わせて高くしなければならない。それ

から、橋だけ高くしても、既設道路との取り付けができませんので、橋に接続

するための道路も併せて高くしますと、ここにありますオレンジ色で書いてあ

る道路全部を高くしなくければならない。その道路が嵩上げされるのに伴いま

して、緑色で示されています家屋、これを少し引いたり、あるいは上げたりし

なければならない。それからもう１つの問題が、道路だとか堤防に囲まれたエ

リア、これが窪地になってしまう、ひとたび浸水被害等が生じた時に、なかな

か水が抜けない、湛水の深いエリアになってしまう、そういう問題も考えられ

るということでございます。今申しました湛水深が深くなるということ、１ペ

ージ戻っていただきまして、７ページをお願いします。７ページの左の下に、

氾濫時の被害の拡大ということで紹介をしてございます。堤防を高くすること

によりまして、万一、破堤した場合の湛水深、これは深くなるわけでして、こ

れをシミュレーションしたのがこの図ということです。このように危険度が上

がってしまうというようなことでありまして、以上のようなことから、人吉区
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間において、堤防嵩上げというのは大変難しい方法ではないかという説明がご

ざいました。

それから、９ページをお願いします。引堤、堤防嵩上げの２つとも困難とい

うことから、３番目の方法であります「河床掘削」によります流量の増大の可

能性はどうか、という検討でございます。１番上の緑の枠の中を御覧いただき

ますと、この上流の人吉区間におきましては、大規模な掘削を行うと、軟岩層、

人吉層ということですけれども、こういうものが出てきてしまう。軟岩層が出

てくるといいますのは、そこに元々ありました河原だとか河床砂礫だとか、そ

ういったものがなくなったり、その結果、瀬や淵がなくなって、非常に単調な

河川環境になってしまうということが懸念される、というようなことが書かれ

ております。それから、そういう環境になりますと、舟下りとか観光とか、そ

ういったことに関する魅力も低減する、地域の観光産業に影響を与えてしまう

のではないかという懸念があるという説明があっております。左下の写真を見

ていただきますと、実際に一部、過去、砂利採取を行いまして軟岩が露出した

ところの紹介がありました。この写真は、人吉市街地ではありませんで、人吉

市街地から１５㎞ほど上った地点になります。球磨川本川上流の明廿橋周辺の
めいはた

ところではこのような環境になっています。人吉区間が、河床掘削の結果この

ような環境になった場合のイメージ写真が、右に付けてあります。このような

ことになると、環境上も問題が出てくるのではないかというような説明がござ

いました。１枚めくっていただきまして１０ページをお願いいたします。左側

の図を見ていただきますと、通常、川の中にはワンドとか淵や瀬がありまして、

その中で河川らしい多様な環境があるということになりますけれど、河床掘削

を行いますと、人吉区間では岩の露出する割合は非常に大きくなるということ

で、こういった環境にも影響がでてくるということです。その他にも、右下の

方に絵が描いてあるのですけれど、河床掘削を行うためには、河川の上下流方

向に延々と行うということになりますので、右下の工事の絵なのですけれど、

何回も分けて丁寧に掘削していかないといけない、それも、右岸左岸分けて順

番にやっていかないといけませんので、棒グラフに示してありますけれど、河

道を５０００â /ｓに拡げる場合でも、相当の年月、ここでは相当な年月と書
いてありますけれど、が要るという説明がありました。それから、工事中には、

やはり観光とかそういったものにも影響が出ますので、いろいろな支障が出て

きますというようなことが述べられてございます。次のページをお願いします。

１１ページを御覧ください。先程御説明しました岩の露出の状況についてでご

ざいます。現況の河道、それから中段が４０００â /ｓ対応の河道、下の段が
基本高水程度ですけども６８００â /ｓ対応河道、ということで示してありま
す。１番下のような時には、全面的に岩が露出していくような状況になってく

るというようなことでございます。そういうような説明図でございます。

それから、１２ページをお願いします。今申しました人吉層、この人吉層な

のですけれど、左側の上の方に「人吉層の分布図」というのがございまして、

これを見ていただきますと、人吉盆地の特に下流側のほうに、赤い○で①、②、
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③と示されています。ここに脆弱なシルト岩が主体の人吉層が分布しています。

ちなみに、先程紹介しました明廿橋付近は緑の□で書いておりまして、□６ の所
めいはた

で、ここは火山性の岩になっておりまして人吉層ではありません。この人吉層

につきましては、強度が低くて乾湿等の変化にも弱い特性がある、ということ

でございます。左の下の方に、実際にこういう岩質を対象に人工的に２４時間

ずつ乾燥、湿潤を繰り返しますと、そういうふうにして細粒化の度合いを確認

する試験を行いますと、乾湿１回後でも大分傷んでくる(という写真がありま

す)。人吉層を構成する岩といいますのは、このように乾湿を繰り返すと細粒

化しやすいというようなことでございます。このため、１２ページの右側にあ

りますように、河川の維持管理上の問題点という観点からいたしますと、人吉

層が露出しますと、水位変動の繰り返しや洗掘によりまして、澪筋が固定化さ

れ、深掘れが進行しまして、護岸や橋梁等の基礎部が崩壊する可能性があると

いう説明がありました。ここに写真がありますのは、人吉層の問題ではありま

せんけれど、実際に以前、球磨川の人吉区間で山田川という支川がありますけ

れど、その合流点の下流で、護岸付近の河床がえぐられて、基礎洗掘のために

護岸が崩壊したというような事例が示されております。それから、右側の下の

方に「６２ｋ６００右岸の露頭状況」という写真と横断図面があります。写真

で露頭状況がわかりますけれど、それがどのように変化してきたかということ

を示したものが、その写真の左側の横断図面です。昭和５７年から平成１７年

にかけまして、河床がそういう形で実際に下がっております。こういう河床の

安定上の問題が、この人吉層が露頭してしまうと出てくるという考え方が示さ

れております。

それから、１３ページをお願いします。次に、その人吉層が露出することに

伴います河川環境上の問題点としまして、１つには、「魚類の生息環境への影

響」ということでございます。人吉層が露出しますと、砂礫のところが失われ

るということで、砂礫は魚の産卵場というところになっておりますので、そう

いう場所が改変されるということで、瀬の面積、あるいは産卵場の箇所数、河

道を広げますと、河床を掘削しますと、こういうふうに減少していく、という

ことを示されています。それから右側は、河川の生態系への影響ということで、

「底生動物」というものを指標とされております。河床掘削によりましてこの

人吉層が露出しますと、底生動物相が貧弱になると想定されるということであ

りました。その根拠としまして、先程言いましたように、明廿橋付近で過去の
めいはた

砂利掘削で岩の露頭ができているということで、そういう岩盤の露頭の所とそ

うでない所と底生生物での比較がされています。右側にグラフを示してありま

すけれど、生活型別種数というのがございます。砂礫の河床と岩河床とを比べ

ますと、砂礫の河床の方がかなり種類が多くなっているという説明がありまし

た。それから、生活型別個体数というのが右側の方にありますけど、個体数に

ついても、種類別の個体数が、ここでいきますと、匍匐・携巣型とか掘潜型と
ほ ふ く け い そ う く っ せ ん

か、そういうものが岩河床の場合と砂礫河床の場合では大きく異なっている、

というようなことであります。岩を露出させることによりまして、本来の川の
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環境とは異なる、そういう生息環境になってしまう懸念があるという説明がご

ざいました。

以上のような、環境も含めまして、河床掘削を行い軟岩が露出しますと、護

岸とか橋梁の根が表れたりするというようなことで、軟岩、人吉層に達しない

ように掘削するべきであるという判断が示されております。

１４ページをお願いします。上流部、人吉区間におきまして、河道で流し得

る流量がどれだけあるかについての検討結果です。現況流下能力につきまして

は、先程説明いたしましたように３６００â /ｓ、河床整正をすると３９００
â /ｓということでありました。できるだけ河道で分担するという考え方をい
たしまして、一番下のオレンジ色の枠に書いてございますけれど、平水位以上

の掘削に加えまして、それから、軟岩、人吉層が露出しない範囲で局所的な水

中掘削、それから、人吉市街地よりも少し下流の家屋に影響しない範囲で局所

的な引堤、こういったことを講ずることにより、流し得る流量として４０００

â /ｓであるというような見解でございます。右側に①、②、③という横断図
があります。例えば、①の５９ｋ６００付近の図ですけれど、青の斜線で引い

ております所が平水位以上の掘削、堆積している土砂を除去するということに

なります。ちなみに、その下に岩盤線というのが入っていますけれど、これは

ボーリングデータ等に基づきまして推定した、ということの説明がございまし

た。こういうことをベースにしまして、河道で流し得る流量というのは、人吉

地点で４０００â /ｓであるというふうにされております。
１枚めくっていただきまして、１５ページを御覧ください。人吉地点で、流

し得る流量としての４０００â /ｓ、これを少しでも河床掘削によって増やす
ことができないだろうか、というようなことの検討結果です。右側のほうに平

面図があります。上の段が現況河道の３６００â /ｓ、真ん中の段が４０００
â /ｓに河床掘削したところの対応河道、下段が４５００â /ｓ、あと５００â /
ｓだけ拡げた、河床掘削したという場合が表示されております。それぞれの図

に濃い青色で着色している箇所がありますけれども、それが、それぞれの流量

まで河床を掘削した時に軟岩、人吉層が露出する箇所を示しております。それ

から、赤く線が引いてありますけれど、これが堤防と軟岩が接する区間という

ことで、こういう区間が増えてきますと、河川の維持管理上の問題点が出てく

る可能性がある、そういう説明でございます。このため、真ん中の４０００â /
ｓ対応河道でやりますと、平水位以上の河床の砂礫の除去等は行われますけれ

ど、軟岩、人吉層の露出という観点では、現況河道からは大きな変化はないと

いうことであります。それが４５００â /ｓ河道になりますと、軟岩の露出が
大きくなってまいります。また、左側の上のほうに、河床掘削を実施した場合

の断面の変化が示されています。４０００â /ｓを超えますと、このグラフを
見ていただきますと、４５００â /ｓの時に３０％、５０００â /ｓで約６０％
というように、段々露出の割合が大きくなります。

次に１６ページをお願いいたします。人吉から少し下流に下りまして、中流

部における流し得る流量の検討になります。上の緑色の枠の中にありますよう
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に、中流部につきましては、１点目は山間狭窄部、ずっと続く奇岩、巨岩の間

を船下りが行われ観光地になっている、大規模な掘削は困難である、そういう

ことが１点目でございます。２点目は、国道やＪＲがありまして、計画高水位

を上げると、これらをもっと高い所に移さないといけなくなる、そういうこと

の生じない水位で水を流す必要がある、ということでございます。それから、

左下の写真をご覧ください。左下の写真は、平成１０年度に嵩上げしました一

勝地地区の家屋の写真でございます。人吉地点で基本高水程度、約７０００â /
ｓ程度がそのまま流れますと、計画高水位が約３ｍ上がりまして、家屋や橋の

再嵩上げというものが必要になります。家屋嵩上げの数につきましては、右側

の折れ線グラフで説明されております。グラフの縦軸が嵩上げ戸数、横軸は河

道の中の流量でございまして、例えば渡５５００â /ｓ、人吉４０００â /ｓと
いうふうに流量が二段になっていますけれど、これは人吉地点で４０００â /
ｓがそのまま下流の渡地点の方に流れて来るとすれば、残留域の水を加えます

と５５００â /ｓになると、そういう意味です。人吉地点４０００â /ｓの時の
嵩上げが１６９戸必要である。再嵩上げはありません。ところが、人吉地点で

６８００â /ｓの時には、一番右側ですけど、５１５戸嵩上げが必要となって
くる、うち再嵩上げが３４６戸になるというような説明であります。こういう

ようなことから、中流部におきまして、流し得る流量を上げるというのは困難

である、というふうに判断をされております。

それから、次に１ページ（１７ページを）割愛いたしまして、１８ページを

お願いいたします。中流部から更に下流に下りまして、下流部における河道流

量になります。下流は扇状地ということで、更なる堤防の嵩上げはできるだけ

避けるべきであるとの見解であります。それから、写真を見ていただきますと、

川沿いまで市街地が形成されているということで、引堤もなかなか困難ではな

いかという説明がありました。それから右側の横断図なんですけれども、これ

は萩原堤とういう所の付近、以前は、赤い線で昭和６２年１２月と書いてあり

ますけど、一度掘削をされております。しかし、掘削されましたけれども、緑

とか黒の線で示してありますように、また堆積をしたということであります。

現在は安定してるのですけれど、低水路を広げる、こういう掘削をすると安定

的ではないということもありますので、そういう方法で河積の増大をするのは

好ましいことではないだろうというようなことでございます。緑色の枠の下の

方にありますけど、現況の断面では８１００â /ｓ流れます。けれども、右岸
の付け根部分が深掘れを起こしていますので、その対策をすると、その深掘れ

した箇所を埋めてしまいますと、７２００â /ｓという流下能力になります。
参考までに次のページを見ていただきますと、１９ページの左下の図を見てい

ただきますと分かり易いと思いますが、その埋め戻し行った結果、少なくなっ

た流量につきましては、左岸側の高水敷の一部を掘ることで、逆に可能になる

ということを考えれば、約８０００â /ｓは現在の計画高水位以下で流せると
いう判断であります。そこで、下流地区の流し得る流量というのは、河道流量

は８０００â /ｓという説明がありました。
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２０ページをお願いします。これまでの説明をまとめてあります。縦に見て

いただきますと、「上流」、「中流」、「下流」。横に、「現況流下能力」、「流し

得る流量」、「計画高水流量」となっています。真ん中の「流しうる流量」を

御覧ください。流し得る流量につきましては、上流部につきましては、人吉で

４０００â /ｓ、中流部については、渡地点５５００â /ｓ、下流部につきまし
ては、横石地点で８０００â /ｓを目安とされています。それぞれ説明が書い
てありますけれど、説明は重複しますので割愛させていただきます。また、右

側に、計画高水流量ということで整理されています。計画高水流量につきまし

ては、治水計画上河道に配分する最大流量ということで、これは流し得る流量

の範囲内で決めるということですけれど、上流区間の人吉では４０００â /ｓ、
中流区間では５５００â /ｓ、下流区間、横石地点では７８００â /ｓというふ
うな提案がされております。これについては小委員会において妥当であるとい

う判断がされております。２１ページを御覧ください。「計画高水流量につい

て(２)」ということで、河川整備基本方針案が載せてあります。表がたくさん

ありますけれど、１番上の表が今回の基本方針です。この表の１番右側の欄に

河道への配分流量があります。これが計画高水流量ですけれども、人吉地点で

は４０００â /ｓ、横石地点が７８００â /ｓという結果になっています。それ
から、１枚めくっていただきまして、２２ページをお願いします。今申しまし

た計画高水流量を、水面計で表しますとこういうようなことになっております。

赤い線が計画高水位、青い線が計算水位ということであります。下の方に横断

図面を３つほど付けております。これを参考にしていただきますと、上流部、

右側の６１ｋ８００の図なのですけれど、上流部につきましては、平水位以上

の掘削等を実施する。中流部、真ん中の図面ですけれど、堆積土砂の除去や川

岸の樹木を伐採する。下流部、左側ですけれど、６ｋ６００という横断図があ

りますけれど、深掘れした部分の埋戻しや高水敷きの一部掘削(を行う)。こう

いう条件を与えて計算しますと、この青い線のような計算水位になるというこ

とでございます。縦断図に３つ箱が載せてありますけど、先程の流量を流すこ

とが可能であるという説明図でございます。

以上が、検討小委員会における主な審議の概要ということになります。少し

割愛しましたけれども、申し訳ございません。

もう一回、説明資料２ー２に戻っていただきまして、右側の「検討小委員会

及び委員へ送付された意見書等」の欄を御覧ください。たくさん書いてありま

すけれど、かい摘んで御紹介しますと、まず、１番につきましては、「住民討

論集会と変わった国交省の主張」ということで、流下能力の数値が、中流部で

６００â /ｓ、下流部で１０００â /ｓ増えているという御意見です。次に、２
については、「人吉の流下能力の増大は可能」ということございまして、①が、

川辺川ダムができれば、土砂供給が止まり、軟岩が露出するというような御意

見です。そして②は、河床掘削しても、砂礫を元に戻したり、床固めなどの工

法をとれば、軟岩露出の問題は解決するというようなご意見でございます。③

は、６年前、これは工事実施基本計画のことなんですけれど、６年前まで予定
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していた計画断面まで掘削すれば、人吉地点で５０００â /ｓは流すことがで
きる、そういうようなご意見であります。次に３番ですけど、「八代の横石地

点、過去の大水等から見ますと、９０００â /ｓは流すことは可能である」と
いう意見です。さらに、一番下ですけれど、４につきましては、基本高水７０

００â /ｓでございまして、それに対する３０００â /ｓの洪水調節というのは
「ダムへの依存度が高い」、そういうようなご意見です。意見書につきまして

は、計画高水の審議中に提出されまして、そういった意見を踏まえて審議され

ております。ここに紹介しております意見につきましては、計画高水が審議さ

れました第８回の検討小委員会の開催に合わせて、提出された意見書からのも

のを抜粋しております。こういうものを踏まえて、質問や意見が小委員会で交

わされたということでございます。それから、御紹介した意見書につきまして

は、意見書綴りから抜粋しまして、そのままコピーをして、お手元に配布させ

ていただきましたので、併せて御覧ください。

このような審議経過をたどりまして、最後になりますけれど、２ページをお

願いいたします。検討小委員会の結論について記載しております。計画高水流

量につきましては、人吉地点で４０００â /ｓ、渡地点で、括弧が付いていま
すけど、これはミスプリです。括弧をとっていただきまして、渡地点で５５０

０â /ｓ、横石地点で７８００â /ｓが妥当であると判断されました。それから、
右側に参考と書いてございますが、小委員会の結論を踏まえまして、平成１９

年５月に策定された基本方針におきまして、計画高水流量がこのように記述さ

れております。例えば人吉地点について表を御覧いただきますと、基本高水流

量が７０００â /ｓとなりましたので、そのうち洪水調節施設での調節流量３
０００â /ｓ、これを差し引きまして、計画高水流量である河道への配分流量、
これが４０００â /ｓとされております。
それから、前回の有識者会議のおさらいなのですが、下の方に「基本高水」

と「森林の保水力」について、検討小委員会の結論部分を抜粋しております。

１番の基本高水につきましては、基準地点は人吉地点、八代地点といたしまし

て、それぞれ治水安全度が１／８０で７０００â /ｓ、１／１００で９９００
â /ｓとするということが結論でありました。それから、２番の森林の保水力
でございますけれど、住民討論集会の中で議論されました森林の保水力につき

ましては、こういうような形で整理されております。それは今日冒頭で説明し

ました「体系的代替案」にも関することなのですけれど、①、②に記載したよ

うな、小委員会としての結論となっております。読み上げますと、①が「現在

までの森林の洪水緩和機能の変化」ということで、「住民討論集会におけるダ

ム反対側の主張では、これまでの森林の成長と今後の針広混交林化推進の効果

を考慮して安全度を見た上で人吉地点における基本高水ピーク流量を５５００

â /ｓとしているが、過去からの森林の変化による降雨の流出形態に変化はな
かったと推測されるとともに、今後の森林の保水力向上は現段階では期待でき

ない」。②が「今後の森林洪水緩和機能の変化」ということで、「球磨川流域

においては、過去から流出形態に大きな変化はなく、また今後も現在の流出形
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態が大きくは変化しないことを前提として基本高水ピーク流量を算出すること

が妥当である」。次のポツですけれども、「実際に降った雨と実際に河道で観

測された流量の関係を基に作成される基本高水のピーク流量等の治水計画は森

林の存在を前提としていることから、治水上、森林の保全は重要である」。「森

林の保水力について、今後の研究により新たな定説が確立された場合には、必

要に応じて基本高水の見直しを検討することとする」というようなことでござ

います。

以上、検討小委員会における計画高水に関する議論のあらましにつきまして、

事務局からの説明を終わらせていただきます。

【森田座長代理】

ありがとうございました。大変御丁寧な説明でありがとうございます。

それでは、もう開始から１時間半以上経ちましたので、ここで１０分間の休

憩を取りたいと思います。

なお、座長がお出でになりましたので、休憩後からは座長の方に司会進行を

お願いいたします。では、休憩に入ります。

（ 休 憩 ）

【金本座長】

大変遅れまして恐縮でございます。

再開をさせていただきたいと思います。

これで、一通りの説明を、治水について、頂いたということでございますが、

まず、今回の御説明について、委員の皆様方から御質問や御意見をお伺いした

いと思います。その後に、治水全体をとおしてどういうふうに考えるかについ

て、御意見や御質問をいただきたいと思います。

まず、今回のことについて、ご質問やご意見をお願いできたらと思います。

【池田委員】

ここの砂礫層の厚さというのはどれくらいあるのですか。この中の図の何番

だったでしょうか、ちょっと今思い出せないのですが、２ｍ～３ｍくらいじゃ

ないかと思うんですが、そういうことでよろしいでしょうか。

【事務局】

資料４－２の１５ページ、左上ですね。

【池田委員】

どこか違うところでもあったような気がするんですが。
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【事務局】

資料４－２の１４ページにも、①②③ということで、その中で「岩盤線」と

点線で入っております。

【池田委員】

３ｍくらいでしょうかね、概ね。それくらいの深さと考えてよろしいでしょ

うかね。

それから、軟岩という御説明があったんですが、これは第３期層と考えてよ

ろしいですか。完全に固結をしていない岩だということですね。(【事務局】

はい)わかりました。

【鷲谷委員】

同じ砂礫に対してなんですけれども、恐らく砂礫の堆積に対しては、そうい

うスタティック(※静的)なものではなくて、土砂動態としてダイナミズムをと

らえて予測をする必要があるように思うのですが、そういう御検討はなされた

のでしょうか。

【事務局】

検討小委員会の議論の中、検討小委員会に提示された資料だけを見ますと、

そういったことにつきましては、私どもではまだ確認をしておりません。

【金本座長】

その他に何かございますでしょうか。

【佐藤委員】

関連してなのですけど、反対派の意見の中に「ダムを造ると土砂が供給され

なくなって、むしろ軟岩が出てしまうのではないか」という意見がありました

ね。そういうことに関連した検討はされていない、と理解していいんですか。

【事務局】

それにつきましては、委員の中からもそういうお話がありまして、読み上げ

る形になりますけれど、ダムの堆砂という話が出ています。川辺川ダムができ

ればそこも堆砂する、そういうことにつきまして、国交省の方からの説明があ

りまして、「ダムという構造物は水を溜めると同時に貯水時に土砂も溜める。

ただ、最近の報告では、そういう課題があるので、溜まっている土砂を下流に

流していくというような対応もしたりしている」と、そういう説明があってお

ります。

それから、下流河川への影響ということで、土砂動態につきまして、将来的

な予測、１４年、５７年、１００年、そういうような将来オーダーの中で、ど
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のくらい土砂の状況が変わっていくかというシミュレーションはされていたと

思います。今日はちょっと、ここにありますけど、刷ってないものですから、

次回でも説明をしたいと思います。

【金本座長】

今の話もそうなんですが、この資料２－２の論点のところで、検討小委員会

に報告された意見書等というところで御紹介があったんですが、これらについ

て、検討小委員会でどういう検討がなされて、検討小委員会での結論というの

があるのか、言いっ放しで終わっているのかというところを、今日でなくとも

結構ですが、用意をしておいていただければ思うんですが。

今何か御説明できることはあるんですか。

【事務局】

それぞれ、この意見を踏まえまして質問とか意見がありました。検討小委員

会の委員としての質問、意見があって、それに対する国交省からの回答もあっ

ております。それにつきまして、一つひとつ申し上げるのにつきましては、次

回整理をした上で、御説明をしたいということでございます。

【金本座長】

その他に何か。

【鈴木（雅）委員】

今と同じことで、次回のお答えということかもしれませんが、人吉層につい

て大変丁寧に御説明をいただいたんですが、この反対派のところの意見にあり

ますように、砂礫を、礫を後から置き直したら、そのいくつかの問題は解消す

るのではないか、とここに書いてありますけど、それの答えというのはどうな

ってるのか。つまり、礫を置き戻せば、人吉層と礫の間、礫と水の間というの

は、結局同じようになるように、素人考えでは思えるのですけれども、それが

今日の御説明の範囲では、そういうことは全く考えられないような御説明だっ

たので、そのあたりを教えていただければと思います。

【事務局】

礫を置き直した時にこういうこともあるのではないかという御意見がありま

して、それに関するコメントも、検討小委員会の委員の方から、河川工学の専

門の委員の方から説明があっております。

簡単に申し上げますと、岩河床と、岩と砂礫との摩擦というものがあって、

やはりある一定の大きさの砂礫層がないと、砂礫をさらっと置いても、それは

また洪水の時点で流れてしまいますと、そういうコメントがあっております。

これも少し整理した上で、次回説明したいと思います。
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【池田委員】

鈴木委員、私が代わって、よろしいですか。私、このあたりが専門ですから。

お答えしますと、恐らく、今の(検討小委員会の)委員のお答えというのは、

水深が深くなると掃流力が増えるので、掃流力がそれより小さい時の砂礫を元

に戻しても、多分安定しなのではないかというようなことをおっしゃったので

はないかと思いますが、そのあたりをチェックをしていただきたいと思います。

【鈴木（和）委員】

今日のお話はよく分かったのですが、反対派の意見の主な論点になりますけ

れど、要は、いずれも今のままでいいと言ってるわけではないわけですね。こ

れを確認です。

その時にダムをやるのか、高水流量を増やすのか、というどっちの選択肢を

するのかという、この２点を確認したい。

【金本座長】

事務局の方からお答えするという話なのかよくわかりませんが、今のこの御

説明は、反対派の方々が示している代替案のパッケージとダムというのを比較

しているような、そういうところに焦点があるような気がします。そういう理

解でよろしいですか。

これからの議論にも関わりますけども、反対派の方々が示しているパッケー

ジはだいぶ前につくられたもので、その後、国土交通省がいろいろ丹念に調べ

て、これはこんなふうであると言って、そこまでの御説明を受けたという話で、

ダムを造らない場合に何をやるかという時に、国交省の検討を踏まえた、ベタ

ーな案があるかどうかということや、そういう案を作っていくという話はまだ

出てないと、そういう話だと私は理解していますが。

【事務局】

おっしゃるとおりだと思います。住民討論集会の中で、賛否双方の意見がご

ざいまして、そして、それにつきまして、検討小委員会で、それについての国

交省の見解を示されたというところです。

国交省の見解というのは、やはり７０００â /ｓが流れてくるということで、
それに対してましては、河道で対応するのはなかなか難しいところがある、と

いうところまでございます。具体的な洪水調整施設につきましては、次の整備

計画段階で議論するという整理があっております。

【金本座長】

その他ございませんでしょうか。

【鈴木（雅）委員】

では、もう一つ。説明された資料のお尋ねなんですが、資料４－２の２２ペ
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ージに、「計画高水流量について」という縦断図がありまして、よく見ると５

０㎞くらいのところで、赤い線よりブルーの線がちょこっと上にいってるとこ

ろがあるのですが、これは何か、いいんでしょうかというか。これでいいのだ

という御説明がありますでしょうか。

【事務局】

ご質問の趣旨は、２２ページの計画高水流量の縦断図で、これを見ますと、

５０㎞の線を上の方にずっとたどっていきますと、赤い線と青い線があって、

青い線がちょっと飛び出ているように見えるということで、計画高水位よりも

上に計算水位があるというのはおかしいじゃないか、という御趣旨の質問かと

思います。

それにつきましては、同じ資料の１７ページの右上の方に黄色い枠がありま

す。すみません、時間の都合もありまして飛ばしたのですけど、計算水位が計

画高水位を上回る箇所があるということなんです。ただ、ここは周辺にＪＲと

か国道とか、あるいは家屋の再嵩上げとか、そういうことに対して影響が生じ

ないということであります。その黄色い枠の下の方に横断図がありますけれど、

計画高水位の黒い線から、少し計算水位の赤い線が上にのぼっている。そうい

うようなことで、上がるのは上がるんですけれど、堤防があるようなところで

はない。八代のように、堤防があってということではなくて、山つきでありま

すので、これにつきましては、地形的にも問題は無いのではないかということ

であります。

それから、その横断図の下の方に小さな図があります。「４７㎞～５１㎞の

拡大図」と書いてありますけれども、これは、道路とかＪＲとか、道路が赤い

線、ＪＲが黄土色の線です、こういうものが上の方にありまして、計算水位が

青い線です、計算水位よりも上の方にあるので、確かに緑の計画高水位よりも

上だけれども、そこは影響は生じないので、これはこれでいきたいという御説

明であったということです。

【金本座長】

よろしいですか。

その他何かございませんでしょうか。

【金本座長】

では、治水全体についての御議論をお願いしたいと思います。頭の整理を助

けるために、事務局の方から少し整理したものを用意していただいております

ので、その御説明をお願いできればと思います。

【事務局】

今お手元の方にお配りしておりますのは、事務局の方で、前回会議の中で「こ

れまでの議論について、どのような相違点があり、今見てどういうふうになる
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のかという目で、再度問題を整理するべきだ」というような御指摘がございま

して、それを受けて私どもが「議論の整理」ということでまとめたものでござ

います。

まず、一番上を見ていただきますと、三番目になりますが、３９００ｔ～７

０００ｔという数字が入っております。これは、前回説明させていただきまし

た基本高水に関する数値でございます。その上に三角で示しております(のは)、

１／８０といった発生確率で、今後、地球温暖化の影響でこの率が上がってい

くというような可能性(がある)ということも話が出ておりました。その下は浸

水のリスクを表しております。基本方針の計画高水４０００â /ｓを超えた時
点で浸水のリスクが生じ、流量が大きくなればなるほどその区域も広がってい

くという可能性を示しているようなイメージでございます。一番下にも同じよ

うに三角がございます。これは、説明させていただいた住民団体の皆さんの意

見に合わせて表したものでございます。

基本高水の数字の下に、今日説明しました治水案の一覧を左側に載せており

ます。例を挙げますと、一番上のダム案では、現況流下能力が３９００â /ｓ
で、４０００â /ｓまでを河道で処理し、基本高水の７０００â /ｓとの差、３
０００â /ｓにつきましてダムで抑えるというような形でございます。それか
ら、一番下の「体系的代替案」につきましては、住民団体の皆さんは、「森林

の保水力により、１／８０の確率の流量は７０００â /ｓではなく５５００â /
ｓになる。５６００â /ｓまでは河道で充分流せる」という意見を述べておい
ででございまして、それを表に表したものでございます。

前回までの議論を基に、このような形で議論を整理いたしまして、以前お話

がございましたように、便益やコスト、こういうものを考えていくという形で

はないかというふうに事務局の(方で)議論の整理をさせていただいておりま

す。以上でございます。

【金本座長】

はい。こういった格好ですが、こういった整理を基にこれから議論していい

のかどうか。もう少しいろいろな視点とか、違ったフレームがあり得ると思い

ますので、その点について御議論をいただければと思います。

今までの議論が７０００â /ｓ、５４００â /ｓとか５５００â /ｓといった基
本高水の数値に非常に焦点が当たっていて、どちらが正しいかという議論にな

りがちなのですが、もう少し幅広い問題があるのではないかと思います。

７０００â /ｓというのが、もしこれがぴったり正しいとしても、８０年に
１回はこれを超えてしまう。こういったリスクをどう考えるかといったところ

がございます。

もう一つは、これが正しいとしても、例えば６０００â /ｓとか５０００â /
ｓに対応する何らかの方策があったとすると、１／８０ではなくて６０年に１

回洪水が起きるといったことになるのかと思いますが、そういうことについて、

それでもいいと思うのかどうかといったことが、住民の方々の意思決定に入っ
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てくるのかなということもありますので、そういったものをどういうふうにフ

レームを作っていくかということを御議論いただければと思います。

【佐藤委員】

今配布いただいた資料、なかなか読みにくくて、委員の人には理解できない

と思うのですけれども、今までの議論と今まで出されていた住民側、反対側の

意見の中で、森林の保水力が随分重要になっていた議論があると思うのです。

保水力は一定程度にサチュレイトして、どんなに多くてもある程度しかみられ

ないという回答もあったように思うのです。住民側の意見の中にも、例えば森

林の管理とか、将来どういうふうに森林がなるのかとか、あるいは強間伐して

混交林を造れるかとか、いろいろな提案めいたものがあったのですが、いずれ

にせよ、将来の山の姿を我々は分からないわけです。ある種予測不能なものま

でもが要素として関係しているかと思うので、そうしたことも付け加えるべき

ではないか。要するに予測の問題なのですね。雨が将来どれだけ降るとか、降

った雨をどこでどれだけキャッチできるのかとか。そういう予測も踏まえて、

どれだけ河道で受け止められて、溢れるものをどうすればいいのかという選択

の問題に今度は変わると思うのですね。そういう意味では、どういうものを予

測しなければいけなくて、それがどの程度の確からしさで予測できるのか、そ

れとも不可能なのかというようなことを、もう少しここに書き込んだ方がいい

かと思うのですが。

【金本座長】

多分そういういろいろなことがあって、温暖化はここに出ていますけれども、

これがどの程度大きく変化するか、それを今どの程度の正確さを持って予測で

きるかといった話が当然あります。なかなか難しい問題でありますが、そうい

ったものがいっぱい入ってきて、それをできるだけ整理するといった感じかと

思いますけれども。

【鈴木（和）委員】

可能でしたら、今のに絡むのですけれども、今、１／８０というところで７

０００â /ｓと言っているのですが、これが、先程座長言われたように、１／
５０、１／３０、逆に１／１００、１／２００、分かるところがあるのなら、

そういう数値を、これはシミュレーションだと思いますけれど、入れられると、

置かれた状況と、今考えている幅の問題がどういうところに置かれているのか、

ということが分かりやすくなるのではないか。

あるいは、今出てきた温暖化、国によって１．０７という数字が出されてい

ますけれど、そういうものがどういうふうな、これでいくと実際計算された基

本高水あたりとのリンクでのってくるのか、というところが書けるのか書けな

いのか。可能な限り私案でも載せるといいかなと思ったのですが、いかがでし

ょうか。
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【金本座長】

１／８０と１／１００というのは既に国交省が比較をされていますよね。で

すから、そういう推計はできるのだと思います。それがどの程度正確かという

ことについては皆様方に評価していただく必要がある、ということはあります

けれども。

【事務局】

今の確率の問題なのですけれども、(検討)小委員会、住民討論集会でずっと

出てきた１／８０、１／１００という数字しか、我々が今知り得る範囲では、

手元にございません。今おっしゃったように１／１００とか、１／４０、１／

２０がどれくらいなのかということになりますと、問い合わせして、数字を国

の方から頂きませんと、我々としては持ち得ておりません。御用命ということ

で承ってよろしければ、私達の方から「会議の方から要請があった」というこ

とで国の方に資料を求めたいと思います。それでよろしいでしょうか。

【金本座長】

１／８０、１／１００で、ダムを造った場合のいろいろな推計はやられると

思いますが、ダムを造らないとすると、当然、普通に見ればリスクは高くなっ

て、１／８０ということではないのでしょう。これが、１／１０とか１／５だ

と、多分、住民の皆さんは１／６０というのと違う反応をされると思いますし、

そのへんの目安があった方がいいという気が致します。

【鷲谷委員】

保全生態学の立場からなのですけれども、この土俵から出てもいいかどうか

ということなのですが、ここで治水案のイメージとして整理されているのは、

治水に特化して、割合従来的な手法に基づくもののような気がするのですけれ

ども、この議論が…

【金本座長】

この後、次回、環境をやって…

【鷲谷委員】

そうですか。

国際的な潮流等を見ますと、先進国の動向なのですが、私の限られた知識の

範囲ではありますけれども、１９９０年代の後半くらいから、治水といっても、

氾濫原ウエットランドを再生するというような、治水だけでなく多様な生態系

サービスを同時に発揮させるような新しい手法が、治水対策としてもかなり重

視されるようになってきたように思うのです。温暖化によって洪水が激化する

ことが予測されるという現状、あるいは、ヨーロッパなどではそれがやや顕在



- 32 -

化しているという認識もありますけれども、そういう状況の中でもその傾向は

変わっていないように思うのです。

従来型の、構造物とか施設というものに頼る治水ではない治水の考え方につ

いても検討していった方がいいのではないかと思うのです。

例としてとても有名なのが、カリフォルニア州ナパ川の治水対策です。これ

が有名なのは、その時に提案された「リビングリバー」＝「生きている川」と

いう概念が、その後、大きな影響を与えたからです。最近はグーグルアースで

見ると世界中どこでも川の様子等を見ることができますので見ていただければ

と思うのですけれど、地形的にナパ川が海に注ぐあたりというのは洪水の常襲

地帯だったのですが、陸軍工兵隊が１９７０年代くらいから堤防の嵩上げをす

るような計画を提示したのですけれども、住民投票で住民の方達がそれを拒否

しました。代案として１９９０年代に、市民というか、住民の方達が提案した

計画は「生きている川」という概念に基づくものでした。それは説得力があっ

たため、行政もそれに乗って、そちらの治水対策が実施されたのですが、川が

溢れる場所を造る、特に下流域の河口部には潮の影響を受けるような湿地を造

ったり、より上流側でも、湿地＝氾濫原ウエットランドを再生することと、構

造物に関しても地域振興策と絡めて計画するというようなやり方をして、物の

本によれば、かなりの成功例として扱われています。

堤防を造るコストをかけると、それは治水だけにしか役に立たないわけです

が、多面的な機能を重視したような対策によって、地域に多様な利益をもたら

すものだったということです。

ＥＵの方では、１９９８年から２００４年くらいまでに洪水が１００回くら

いあり、洪水対策というものをかなり厳しく検討しなければならない事態にな

ったわけですね。２００７年に発令されたＥＵの洪水指令というのを見てみま

すと、重視されていることは、予測される洪水の範囲とか、住民や財産のリス

クを予測するマップを作成するということなどです。そのようにして把握され

たリスクを軽減するためには、「適切かつ統合的な対策」を取るように加盟国

に求めていて、統合的とは「何と」統合かというと、いろいろ統合すべき他の

政策がありますが、総合的に、同時に考えるべき範囲は限定されますが、「指

令」でいえば、水枠組み、ウオーター・フレームワーク・ディレクティヴ＝水

枠組み指令との統合なのです。それは河川流域の管理として、治水対策を検討

するというものになっています。

洪水リスクの回避については、それより遡ること２００４年に、五つの活動

領域についての規程があるのですが、この場合の洪水対策治水案というのは、

第１は「回避」ということで、「そんなこと今更言っても仕方がない、日本で

は」という話になるかもしれませんけれど、家や工場等を洪水のリスクが多い

場所に置かないという、そういうことでの洪水被害軽減(を図るとともに)、適

切な土地利用、特に農林業の振興というのが重視されています。即ち、農地や

森林が市街地や人命を洪水から守る機能の重視です。その次(＝２番目)が、こ

こで検討しているような「保護」に当たる、洪水の発生確率を低下させたり、
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特別の場所への影響を低減するために、構造的な対策とか、構造的な対策だけ

でなくて、非構造的な対策というのを含めて検討するということであり、３番

目は、日本語訳がやや難しいのですけれども、「日頃の備え」というようなこ

とです。それは、人々に、洪水のリスクについて、また、不幸にも洪水が起こ

ってしまった時何をすべきか、という情報を伝達していくということ。４番目

の活動領域が「緊急対策」ということで、洪水が起こった場合、３とも重なり

ますけれども、緊急行動計画案を作成しておくということです。５番目が「復

旧と教訓」とも言うべき項目で、洪水が起こった時に、正常な状態に一刻も早

く復旧させるための対策を取っておくということです。社会的経済的インパク

トを少なくするためには、洪水が起こった時に、常にそれを教訓として次を考

えるということで、対策というのはそういう活動領域と考えられていて、構造

物や施設をどう造るかということではない、幅広い検討を求めていくというこ

とです。

それらに基づく取り組みをみて見ますと、土地利用上の余裕がある場所にお

いては、ウエットランドの再生等が重要であることと、農業や林業をどうする

かということも治水対策の中に記していること。具体的に農林業のサポートと

は、そういう公共的な機能に対しての直接支払いなどです。そのような、総合

的な対策が重視されるようになってきているように思われます。

日本では、主要な農地が元々、ウェットランドとしての機能を持つ水田であ

ることを考えると、また、農地が今は余りがちだったり、人口が減って土地に

対する圧力がこれから低下していくということも考えられます。もしかすると、

そのような対策、今は、もう無理だということで検討もされていないのかもし

れませんが、機能的には日本では取り組みやすい政策です。もちろん、社会的

には、今まで政策が実施されたことがないので大変難しいかもしれません。け

れども、そういう総合的な対策も含めて検討していくことが重要ではないかと

いう気がします。

後で時間がありましたら、生態学の観点から、森林の保水力について、基本

的な見方を考えてみたいと思いますが、あまりに発言が長くなっていると思い

ますので、一旦ここで切らせていただきます。

【金本座長】

私も河川関係はあまり詳しくはないのですが、日本でもそういう総合的な考

え方をするようになっているということだと思います。

今回、国土交通省の方も、住民団体の方も、それぞれの立場でそういったこ

とを、例えば、住民の方々は森林の保水力を非常に重視されていて、その効果

があるというお話ですが、国交省の方は掘削をすると環境が壊れるとか、そう

いったお話をされている。

全体を、全てを総合的に考えて結論を出すというのは、なかなか難しそうで

ありますが、事務局の方から何かそれに関して、これまでどこまでやられてい

るか、という御説明できることがありましたらお願いします。
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【事務局】

お答えになるかどうかは別にしまして、今いろんな話が出てまいりました。

例えば、流域全体を視野にいれた総合的な治水の関係とか、流域関係、土地利

用とか、水田をどう絡めるか、危機管理の発生にどう対応していくかと、それ

が発生した時どう復旧するかという話も含めて、諸々の観点が出てきたわけで

ございます。

今ここにお出ししました論点整理の表というのは、まさしくイロハのイの字

の世界でございまして、まず、何かたたき台をお出しして、これにどういうふ

うに今おっしゃった観点を付随しながら整理していって肉付けしていくかと。

まだ環境の問題はほとんど出てきておりませんので、そういう問題、ないし(費

用対)効果の問題、そういう問題を含めて、この一つのたたき台が膨らんでい

きながら、(一定の)方向に向かっていくならばという気持ちで出しておりまし

て、まだ本当にイロハのイの字でございますので、そういったところでござい

ますので、今後、そういうところを会議の方で指示していただければと思いま

す。

【鬼頭委員】

イメージ図の中で、温暖化の点線を上に書いていただきましたので、それに

関してもう一度コメントを、繰り返しになりますが、コメントさせていただき

ますと、やはり将来考えておくべきことは、気温が上昇して降水が増えるとい

う方向で考えておくべきではないかと思います。

その時に、検討小委員会の方では約１０％という数字が出ていますけれど、

幅があるのでどうなるかは分からない。そこで使われているモデル以外の、別

のモデルで見ますと、九州で３０％梅雨期には増える、という研究結果も、今

出ておりますので、それも確かではないけれども、そういった、増える可能性

を考えておかなといけないと(思います)。

そういった場合に国の(言う)７０００â /ｓ、住民の方が考えられている５
５００â /ｓ、これはどちらにしてもそれが大幅に増える可能性があるので、
正に委員が言われた、ここに書かれているもの以外で評価する部分をどういう

ふうにしないといけないのか、考えていかなくてはならないだろうと思います。

【金本座長】

はい。その点については今後ご検討いただくということですが、高い計画高

水を維持するために、ダムを造るということの必要性が高くなるという側面と、

造っても溢れる確率が上がるという側面とあって、これがどちらに転ぶかとい

うところがまた難しいところで、これからまた、いずれ御議論いただかなけれ

ばいけないという感じであります。
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【池田委員】

この図ですけれども、鷲谷委員がおっしゃったように、これは、流域対応と

いう一つの概念として考えてもいいのではないかという御指摘だと思うのです

ね。恐らくこの点に関しては、住民の方々は遊水地というのを提案されていて、

それがそういうことの一つの概念になっているのかなという気がします。

それから、これはハードだけの治水のイメージなんですが、最近では７００

０â /ｓといってもそれよりも大きい洪水が起こる可能性があるわけで、そう
いう超過確率の洪水に対しては、社会的な備えで対応していくのが一般的な考

え方で、これは社会インフラというふうに言っているのですが、前回、私、そ

こを最初に少し言ったと思うんですね。そこをどのように地方の自治体はお考

えになっているのか、これから高齢化社会に入る中で、そういう弱者の方を洪

水から守るにはどうすればいいか、ということも当然考えていかなくてはいけ

ないわけですね。そういう対策も当然あるわけで、これはハードの頭出しだろ

うと(思います)。それ以外のことも念頭においた治水計画というものを立てて

おくべきであろうと思います。

それから、ちょっと戻りますが、引堤案というのが書いてありますが、これ

は多分ないですね。引堤は賛成派である国も、反対派の方もあまりお考えには

なっていないと思います。堤防を上げるかどうかという話、あるいは、掘削を

どうするかという話だろうと思うのですね。ですから、堤防の嵩上げというこ

とに関しては、これは議論した方がいいと思いますが、引堤についてはこれは

ないのではないか。

それからもう１つ、流域対応という時に、そういう場所があるのかどうかと

いうのも非常に大事で、ヨーロッパとかアメリカというのは非常になだらかで

すから、流出計算でも単位図法が成立するわけですね。ところが、日本の場合

は非常に急流ですので、スロープが大きいですので、非線形性が強くて、それ

で貯留関数法とかが取り入れられているのですね。その違いなども、自然状況

の違いも、やはり念頭に置いておかなくてはいけないのかなと思います。

【森田委員】

先程の論点のところで、この数字に関してもっといろいろな可能性を出して

いただけないかいうことですけれども、ぜひお願いしたいと思っておりまして、

私のような河川とか環境の専門外の人間から見ますと、何故７０００â /ｓと
いう数字に収れんしてしまうのかというのが、どうしても理解できないところ

でございまして、それ自体の根拠がかなり曖昧だとしますと、やはり一種の確

率的といいますか、幅のある話であって、幅の中での上限、下限、一定の確率

以上、それと最頻値とか中間値とか、そうしたものと３つくらい出せばある程

度可能性が分かるのではないか。それによって、みんなリスクが違ってくると

思うものですから。この図自体は、そういうことを考慮したトレードオフの関

係がそれなりに反映されていると思いまけれども、上限７０００â /ｓになっ
てしまっているわけでして、もっと多い場合でどうなのか。マトリックス作っ



- 36 -

てどういう形になるか分かりませんけど、最もペスミスティックな場合と、最

もオプティミスティックな場合と、中間的ないくつかの可能性というものを、

できれば分かるようにしていただいたほうが、ものを考える時に考えやすいの

ではないかと思っております。

２点目ですけども、今、鷲谷委員、池田委員からお話もございましたけれど

も、要するにどこまで基本高水の量をみて、そこで堤防、ダムならダムでどこ

まで抑えるかということですけども、それを超えて溢れることは、一定の確率

であるわけですね。見方によっては、確率がもっと増えるかもしれないし、低

くなるかもしれない。その時に、超えた場合のリスクをどう考えるかというこ

とが、先程も話があったと思いますし、今日配布いただいた、今本先生ですか、

この意見書を拝見したところ、一定量の洪水というのは、ある意味で想定せざ

るを得ない、その中でどう対応するかということを考えて行かざるを得ない、

というようなお話だったと思います。それは私の知る限りでもヨーロッパとか

アメリカの河川の管理の場合には、とにかく氾濫を前提にしてどうするか。そ

の場合にも、もし間違っていたら御専門の方に訂正していただきたいと思いま

すけれども、欧米の場合にはどちらかというと氾濫域に人が住まないようにす

るというのが一番の洪水対策で、日本の場合には大都市のほとんどが氾濫域に

ある。そういうところで、同じ形での対策ができるかというのと、もう一つは

先程お話にありましたように、河川が急傾斜で短いために、雨が降ってから氾

濫するまでの時間が非常に短い。その時に、待避その他についてのコストとい

うのは相当かかるとか、いろいろな条件がかかってくると思うんですね。

そういうものを、前も言いましたけれど、バランスシートのように、どうい

うメリット、デメリットがあるかということを、わかるようにして、それを踏

まえて検討し、最終的にどの当たりで妥当と見るかという、判断の問題になる

のではないかと思っております。前回申し上げたことを繰り返すようですけれ

ども、そうした形で判断できるようなデータ、資料というのをできるだけ素人

にもわかるように、ご面倒おかけして恐縮ですけれど、作っていただくと、理

解しやすくなるかと思います。

【金本座長】

なかなか難しい要望ではあるのですが、できる限りのことはする必要あるの

かなと思います。

【池田委員】

今委員がおっしゃったように、アメリカというのは、川の領域と人間の領域

を分けているのですね。人口も、氾濫域に住んでいる人は１０％以下であろう

と思います。それに対し日本は５０％、全体の話ですけど、ここだけの話では

ございませんが、ということで、やはり面積の違いがすごく効いていてですね、

それから、アメリカは、そういう人たちに対しては、保険でカバーしようとし

ているのですね。保険庁というのがあって、大きな堤防を造ったりというより
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むしろ、保険でカバーした方がずっとコスト自体安いというような、社会的な

条件の違いがあるだろうと思います。

【鈴木（雅）委員】

こういう資料で議論するというのは、これからたいへん議論しやすくなると

思いますが、この横軸に流量が入ってるというだけで、抜け落ちてくる治水の

話というのが(あるのではないか)。具体的にダムを考えると、ダムがピークの

時間を遅らせるとか、その波形を調節するという機能があるわけです。これが

役に立つということもありますし、それからダムを下手に操作すると返って逃

げにくくなるとか、怖いとかという話もあるのですね。

その時間軸に伴った話というのを、やはりどこかで議論する必要があろうか

と思うのです。私、実は、前回と今回、治水という議論だということで、その

あたりまで出てくるのかなと思ってたんのですけれども、どうも今日までのと

ころだと、流量が何ｔだというところまでのようですね。一方では、そろそろ

環境とか、あるいは経済的な視点という形もいる頃ではないかと思うのですけ

れども、時間軸に伴って変わる話というのも、治水という中で、忘れずに一度

御説明もいただきたいし、議論したいと思います。

【金本座長】

たぶん基本高水が、これまでの論争とか議論の中心になっていたので、こう

いった格好になったと思いますけれど、どの程度、もう少し幅広い検討ができ

るかということについて、今何か御説明できることがございますか。

【事務局】

今までの話は、正しくエキスのところを３回に分けて御説明した段階でござ

いまして、もう一歩踏み込んだ話というようなことになりますので、宿題とい

う格好で受け取らせていただきまして、できる限り対応致したいと思います。

【金本座長】

理想的なのは、住民にとっての洪水リスクがどれくらいかというのが横軸に

くるはずなんですか、なかなかそれを正面からやっているのは、私は見たこと

がなくて、こういった絵が多い。絵というか、基本高水で議論することが多い

といった感じですが。そのへんは、できる限りあれば(対応していただきたい)。

【池田委員】

これは鈴木(雅)委員の御意見に対する答えになるかどうかわかりませんが、

最近の水文学というのはかなり進歩しておりまして、私どもの学問はなかなか

遅々として進まないところもあるのですが、それでも、新しい知見といいます

か技術というものが発展をしてきていまして、例えば、リアルタイムで流水予

測をするということが出てきています。貯留関数法とかそういうものではなく
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て、地形を全部ＪＩＳデータに入れておいて、そこから２次元計算をして、雨

はレーダーでウォッチできますから、それをコンピューターに入れて全部計算

してしまうという研究がだいぶ進んでいまして、私は、いずれこういう避難で

あるとか、あるいはダムの管理に使える可能性が出てきてると思います。

そういうことやってる専門の方に聞きますと、３時間くらいまでだったら、

今のところかなり正確だ、６時間くらいまではできるかなという話で、これは、

今後の河川管理をする上で、我々が、電子機器の発達がすごいものですから、

そういうものを使って管理ができる可能性は出てきていると思います。

私がやっているわけではなくて、専門家から聞いた話ですので、私が専門で

やっていれば、もう少しリアルに話せるのですけど。そういう状況のようであ

ります。

【事務局】

先ほどの時間軸のお話ですけど、例えばこういうものがあるということなん

ですが、避難判断水位というものが設定されています。避難判断水位というの

は、過去の水位の上昇から換算して、避難する時間を加味した上で、そういう

水位になる前にお知らせをして、いよいよ氾濫するという時にはちゃんと逃げ

て行っていただくと、そういうようなことで、そういう水位を設定をしてあり

まして、そういうものにつきましては、情報を市町村にお渡しするというよう

なことはやっているということでございますが、もう少し具体的に、もし時間

軸についてこういうことがいる、ということであれば、教えていただければ、

次回準備しておきたいと思っております。

【池田委員】

今(事務局が)おっしゃったのは、観測をしながらということですね。

今、河川工学というか水文学のほうでやろうとしているのは、レーダー雨量

計とか、技術計算をコンピューター上できちんと計算をして、リアルタイムで

速報して、来る前に、かなり前に、正確な予測をしようと、そういう技術展開

をしているということであります。今計っているものを見ながら、ここに達し

たから逃げなさいということではなくで、もうちょっと前から（予測）できる

技術の開発が進みつつあるということで、これまでのように流入する流量を見

ながらダムを管理したり、あるいは避難情報を出したりとか、そういうことを

やっていたんですが、もうちょっと前から余裕を持ってできる可能性が出てき

ているということです。

【金本座長】

その他に何かございますでしょうか。

【鷲谷委員】

よろしいでしょうか。
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今の予測論を聞くと、緑のダムにおける一つの議論というものがあり、それ

を量的に評価する必要があるのではないかと思うのですが、ここでは、基本的

な植物生態学の観点からの見方を整理させていただきます。緑のダムとか洪水

調整機能に関する植生機能ということでは、２つの機能を分けて考えることが

重要になると思います。

第１は、降雨があった時、それが川にすぐ出て来ないように止めておく機能

で、まず雨が降ってきたものを、葉層が厚ければそこに溜まって時間を延ばす

ということがありますし、土壌中に到達してからは、土壌の表層のあり方に応

じて、例えば、枯れ葉が積もっていれば、枯れ葉の分解物の層の厚さに応じて、

スポンジのように水を溜める効果です。

もう１つは、蒸散作用。蒸発だけではなくて植物は蒸散作用をしますので、

一旦そうやって森林内に貯留された水分を大気に返す循環的な機能を発揮しま

す。それに関しても第１の機能と無関係ではなく、溜まっている量が多くなれ

ば、日照が多く本来だと乾燥しがちな気象条件の時にも、水が充分ありますの

で、蒸散作用が盛んになります。蒸散作用するということは、実は光合成で有

機物を生産するということとパラレルな現象で、二酸化炭素を１分子固定する

のに水の分子がその１０倍から数十倍くらい蒸散作用で失われるということに

なります。そうやって一旦森林に溜められた水を大気に返すという作用がある

ということは、今温暖化において重視されているカーボンシンクとしての機能

を同時に発揮するということであり、水のバランス、カーボンバランスという

ものを植生がどれくらい機能として健全に発揮するかということは関心のある

ところなのですけれども、これらの機能は、それがどういう植生なのかによっ

て全く違うということになります。

今お話したことだけでもお分かりになると思いますけれども、モノカルチャ

ーの人工林のような森林ですと、土壌層のあり方というのも、自然林に近いよ

うな森林とは随分違いますし、同じ種類の樹種ばかりで、根の層がだいたい同

じくらいのところにあるわけですから、多様な樹種が共存している時に相補い

ながら発揮するような機能があまり期待できません。また、これは保水機能と

は若干離れますけれど、根が同一層にのみ密集すると、土壌が滑ったり斜面崩

壊が起こりやすいということがあると思います。恐らくそういう機能において

最も優れている森林というのは、元々そこの気候や土地的な条件に応じて適応

・進化してきた樹種、また、樹種だけでなく多層構造というのが重要で、雨を

一時的に溜める効果にとっても。となりますと、高木層から草本層まで何層に

もなり、その土地の現在の状況に適応しているような森林の機能が高いはずで

す。そういう森林がもしこの地域に残っていないとしたら、緑のダムの機能を

発揮させるためには、そういう森林、機能性の高い森林というのは、保水力も

あり、カーボンシンクとしても役に立つ、温暖化の緩和策にも役に立つという

ことになりますが、そういう森林を再生していくということが課題になると思

います。

代替案を出していらっしゃる方達の「落葉樹林化」というのは、その１つの
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手法かもしれません。単に落葉樹があればいいということよりも、階層構造が

あって、多様な樹種と、下草等も多様かつ、その土地に相応しい植生というの

が、機能が高いはずです。生態学の理論から言うと、資源を無駄なく利用でき

る、働きの違うものが共存しているということです。そういう意味では、今の

現状を評価した上での、「森林再生」も治水のために課題のなってくるのでは

ないかと思います。

【鈴木（和）委員】

今の鷲谷委員の御発言はコンセプトとしては当然なのですが、日本で水源林

云々で始まったのが、森林開発公団の、昭和３６年に最初に植えて、普通です

とそれを保育していって５０年後に伐採を入れ始める、５０年後というのは２

０１０年です。昭和３６年に始めたものが、ようやく２，３年後に実験が開始

されるというようなもので、国民の期待は、複層林化にする、広葉樹林化する

と様々あるんですが、結果が出てくるのはもの凄く遅いので、そういうデータ

をこれからやはりきっちり押さえていかなくてはならないと思います。当面、

残されたデータというのがあっても、使えるデータというものはあまり多くな

いと思います。

たまたま森林開発公団が緑資源機構となって、今年から私ども森林総合研究

所の一部になっておりますから、そういう機能の発揮というのがどうというの

は、これから私どもが明らかにしていきたいとは思いますが、一般的には、ま

だまだ客観的に具体的なデータを示せるという段階にはきていない状況です。

【池田委員】

あまり時間がありませんが、堤防の話が全然出てきておりませんので、これ

に関して、河川工学の知見を少しお話をしておきたいと思います。

日本の洪水というのは波形が非常に急でありまして、従来は高水位を、洪水

の時の水位をクリア出来ればよろしいということで設計をしてきたのですが、

破堤の原因というのは３つあるのですが、大体８０％位は越水であります。越

えてしまうと、もう堤防というのは弱いもので壊れてしまうのですが、それ以

外に、浸透、それから洗掘があります。先程の図で出ていたものが、洗掘で堤

防が壊れている。

最近では、堤防の設計というものは機能性の設計を致します。浸透がどのく

らいくるかということ、それから、堤防のすべり安定性等を全て考慮してやら

なくてはいけないということで、高さだけをクリアすればよろしいということ

では最近なくなっている、というのが堤防の現在の設計の基本的な考え方です。

それを今日は申し上げておきたいと思います。

【金本座長】

森林のお話は、非常に大きな論点になっていたところで、なかなかサイエン

ティックなきちっとしたものは難しいのですが、どういうふうに考えるかとい
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う…

【鷲谷委員】

理論はあるんだけれど、実測データがまだ不十分だということなのではない

かと思います。理論的には考えることができる。

【金本座長】

いや、保水力があるということは、大きいか小さいかということですが、ど

れくらい保つか、どれくらい大きいか、というところまで言わないと、なかな

か決着がつかないというところで、そのへんどこまで分かっているか、という

ところが問題だと思います。

【鈴木（和）委員】

これは多分、鈴木(雅)委員の御専門ですが、一般的には、タイムラグだけと

考えるのが正しい、というのが今の通説だと思います。

タイムラグとしては、降った雨を時間軸として止めておくというのがあるの

ですが、いずれ出てきますので。それで止められるというのは、通説にはなっ

ていないと思うのですが。いかがですか。

【鈴木（雅）委員】

一言では申し上げにくいところがあるので、整合を図るとしたらいろいろな

条件がつきますので、どこかでまとめてゆっくりお話をさせていただきたいと

思いますが、つづめて言えば、鷲谷委員がおっしゃったように、水を吸うとい

うか、初期に水を溜める働きと、ゆっくり流して時間を遅らせる（働き）と、

２つあるわけです。

それが、前の雨からの時間によって、水を溜める力が大きい時もあれば小さ

い時もある。一番大きくなった時がいくらかというような、それは見当はつく

わけですけれども、前の雨からの関係で、少ししかない時もあるし、大きい時

もある。だから、「いつも、どれだけは働くのか」と言われると、「それは時

と場合によりますよ」という御説明になる部分があるのですね。そうすると、

「森林のことはちっとも分かっていないじゃないか」と怒られることにもなる。

ただ、最大どのくらいになるか、あるいは、どういうファクターでどのくら

い動くか、あるいは時間遅れというのはどういうふうか、これも雨の強さとか、

降り始めからの雨の大きさで小さくなったり大きくなったりするということで

す。その関数は大体わかっている。ですから、「この時にどうですか」、ある

いは「平均的にどうですか」と聞かれると、これは難しいというか、えも言わ

れないところがある。

【金本座長】

素人的にみると、若干確率統計をやった素人がみると、乾いているところに
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どかっと降ったやつは保ちますと。もう１回、すぐ翌日に降ったら保たないで

すね、というふうな話ですので、２日続けて降るとか、近接して続けて降る確

率がどうかというふうな計算をすると、そういうものの評価はある程度できる

のかなと思います。

だいたい、３回続けてという確率は非常に小さくなりますので、ある時２回

続けて降る確率がどのようなものか、というのが気象関係で分かるかどうかと

いう、そういった話になるかと思いますが。

【鷲谷委員】

どのような森林かによってすごく大きく違うので、想定する森林の姿による

と思います。

【金本座長】

それは、まあ…

【鷲谷委員】

現状で考えるのか、それとも再生した後の森林で…

【鈴木（和）委員】

今おっしゃるとおりで、ケースバイケースだということでしょう。これから

漸次明らかにされていくという段階です。

決して、私は森林の保水力を否定するわけではないのですけれども、そんな

に「これはこうです」というような状況には、目下ないだろとうと、サイエン

ティックには思います。

【金本座長】

いずれにしろ、理想的な森林が出来た時にどうか、という仮想の問題はあま

り意味がなくて、理想的な森林が(できるのが)あと５０年後ですと、それに到

達する途中で何が起きるかということも絶対考えなくてはならない、という話

だと思います。

【森田委員】

今のケースもそうですけれど、分からない、予測困難なケースがあるわけで

すけれども、そういうケースでリスクを考える場合には、最悪な場合、例えば

１週間ずっと雨が降り続くということもないわけではないですから、確率的に

は少なくても、その場合に何が起きるか、そういう確率がどれくらい発生する

か、そういう形で見ていきませんと、１／８０ということですから、確率的に

は実際非常に少ないと思うんですね。そういうこともあり得るという、最悪の

事態と平均的な事態と、どこでリスクを、どの程度なら許容できるかという、

最後は測定の問題ではなくて、評価・判断の問題になると思います。
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そのための材料というのは、先程申し上げましたけれど、確率分布といいま

しょうか、どういうふうになるのか、絶対大丈夫とか、平均値はこうだという

だけでは、素人は分からないということを申し上げておきたいと思います。

関連して申し上げますと、今日頂いたデータの中で、実際の現況の流量を測

定するという時に、予測ではなく、測定によって、随分数字に幅があるという

のは、これはやはり測定方法がいろいろあって、それによって幅が出てくると

いうことなんでしょうか。科学的に検証するといいまして、科学的ということ

が段々分からなくなってきたような気がしますので。

【池田委員】

そうですね。流量の測定にもやはり幅がありますので。これは流量をいろい

ろな方法で測って、それを、水位と流量の関係をつけておくのです。いつもや

るわけにはいきませんから。水位でもって流量に換算をしていくというやり方

を致します。ですから、例えば７１１０â /ｓという流量だと、その細部のと
ころはかなりあやしいというふうにお考えいただいた方がよろしいかと思いま

す。当然幅がありますので。

【森田委員】

例えば、この説明資料の４－２の１ページもそうですが、反対側と推進側で

こんなに開きがあるのかなというのが、素朴な印象なんですけれども。これは

評価ですから推定等もいろいろ々入っているのかもしれませんけれども。

【金本座長】

時間も超過しておりますが、いろいろな御質問が出ましたけれども、事務局

の方でお調べいただいて、答えがあるものについては、次回お願いをするとい

うことでよろしいでしょうか。

【事務局】

１つだけ補足させていただきたいと思います。

先程、御質問に、土砂の状況はどうなっているかという御質問がございまし

た。以前提示された、報告された資料がございまして、それは次回御提示致し

ますけれども、簡単に申しますと、近年１０ヵ年くらいは局所的には変動して

いるけれども、概ね安定しているというようなことでございます。次回御説明

したいと思います。

それから、もう１点だけすみません。土砂を再利用(といいますか)、掘った

後また埋め戻せばいいじゃないか、という点につきましてですけれども、これ

につきましては、小委員会の委員の方からこんなことがございました。小委員

会に寄せられた意見がありまして、河床掘削と軟岩の露出の関係、これを説明

させていただきたいという中で、「川というのは、河床に十分な砂礫があると

いうことが必要で、それが上流から供給され、下流に動いていく。普段は砂利
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で詰まっているけれど、洪水になると洗掘されていく」という、そういうよう

なお話。「軟岩の上にはある厚さの砂礫層がないと流水の力に耐えられない」

という御意見でございました。それから、ある委員からは「お化粧したらいい

じゃないか」という意見もありましたけれども、それは、しっかり計画的に考

えて、広い範囲で砂利を厚く覆わなければいけない、という御意見もあってお

ります。これにつきましては、次回そういった資料を作りまして、御報告いた

したいと思います。

○ 閉 会

【金本座長】

時間も過ぎましたので、このへんにさせていただきたいと思います。

最後に事務局の方から、何か連絡事項がありましたらお願いいたします。

【事務局】

事務局の方から２点ございます。

次回の会議でございますが、調整をさせていただきまして、６月２７日金曜

日、午後４時、１６時から。場所は違いますが、虎ノ門パストラルホテルにお

いて開催させていただきたいと思います。

それから、現地調査でございます。既に第１回の(会議の)中で、第５回目を

現地調査でということを申し上げております。大変お忙しい中ではございます

が、今後日程調整等の御相談をさせていただきたいと思います。どうぞよろし

くお願いします。以上でございます。

【金本座長】

それでは、長い時間にわたってありがとうございました。これで閉会にした

いと思います。

（以上）


