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第３回荒瀬ダム撤去対策検討会議 会議録 

 

１ 開催日時等 

 （１）日 時 平成 18 年 7 月 25 日(火) 

         午後 2時 00 分～午後 4時 30 分まで 

 （２）場 所 八代市役所 坂本支所会議室 

 

２ 出 席 者 

（１）委 員         

    議     長  佐藤 克英 

    委     員  島田 正道 

    委     員  橋本 幸一 

    委     員  上村 哲三 

委     員  亀田 英雄 

委     員  加来 誠一（欠席） 

    委     員  泉 サダ子（欠席） 

    委     員  有馬 敏男 

    委     員  福嶋 英治 

    委     員  小屋野 健一 

    委     員  本田  博 

    委     員  折口 昭博（代理 小林 博幸） 

    委     員  中村 博生 

    委     員  寺澤 一雄（代理 丁畑 誠二） 

    委     員  比企 一雄（代理 橋口 一博） 

    委     員  須藤 良三 

    委     員  木下 東也（代理 稲村 芳明） 

    委     員  杉田 金義（代理 藤原 成治） 

    委     員  藤野 和徳（欠席） 

    委     員  元村 順宣 

    委     員  山口 康子 

    委     員  木本 生光 

委     員  松本 文雄 

委     員  岩本 卓治 
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（２）オブザーバー      

    熊本県企業局工務課 工務課長 平山 隆夫 

    熊本県企業局総務課 総務課長 松永 正男 

（３）熊本県（企業局）    

    熊本県企業局荒瀬ダム対策室長 菊住 彰一 

    熊本県企業局総務課 課長補佐 奥村 誠一 

    熊本県企業局総務課 主任主事 井手 正顕 

 

（４）事務局 

    企画調整課 課  長 永原 辰秋 

          課長補佐 福永 知規 

          主  任 広兼 和久 

 

（５）関係課 

    環 境 課 係  長 武宮 学 

企業港湾課 課  長 池田 孝則 

農地整備課 課  長 湯野 勝喜 

    水産林務課 課  長 橋口 尚登 

    土木建設課 課  長 本村 秀一 

 

３ 資 料 

  ・第３回荒瀬ダム撤去対策検討会議次第 

  ・第２回荒瀬ダム撤去対策検討会議協議内容 

  ・第３回荒瀬ダム撤去対策検討会議資料 

・荒瀬ダム流入量等データ 

  ・荒瀬ダム撤去に係る現状調査（平成 16 年 3 月～平成 17 年 3 月実施）について 

  ・第２回荒瀬ダム撤去対策検討会議 会議録 

 

４ 公 開 状 況  公  開 

 

５ 傍 聴 者  ２名 

 

６ 会 議 内 容 

（１）開 会 

（２）議 事 

  ①第 2回会議の議事録の確認について 

  ②前回会議での要望内容確認 



 3

  ③環境問題について（旧八代市要望内容） 

  ④ダム撤去後の対策について（旧坂本村要望内容） 

  ⑤その他 

（４）閉 会 

７ 発 言 要 旨 

 

（議 長） 

・議事に入ります前に一点おはかりいたします。この会議につきましては公開で行

うとなっておりますが、今回、ケーブルテレビの方から取材の申込みがあってお

ります。会議は公開ですので取材することはかまわないのですが、ずっと録画す

るかたちで取材をすることについて、どう取り扱うかについておはかりします。 

（各委員） 

・別段、かまわないのでは。 

（議 長） 

・それでは取材の方は自由にしていただくことで進めてまいります。 

 

①第２回荒瀬ダム撤去対策検討会議の会議録の確認について 

 

（議 長） 

・第２回検討会議の会議録の確認をいたしたいと思います。本日、お手元に会議録

をお配りしております。この会議録は事前に各委員さんに郵送にてお配りしてお

り、事前に目を通していただいていると思いますが、ご不明な点、発言趣旨が伝

わっていない等ございましたらご指摘をいただければと思います。 

（Ａ委員） 

 ・前回の議事録の中で、議長の進行で、県に要望する事項を討議していくという事

でしたが、それ以外のことは取り上げないという事なのでしょうか。 

（議 長） 

 ・まずは熊本県さんに要望していく事項を主に整理するという事ですが、意見交換

の中で、その他気になる点等ございましたら十分な意見交換をしていただければ

と思いますし、前回の議論の中で県におかれまして、県とその他の関連機関との

協議する場を設けていただいて、関係機関に関連することも含めて一旦、県さん

の総合的な窓口として受けていただいたうえで、県のリーダーシップのもと、関

係機関と協議いただいたら良いのではないかとご意見がございましたので、今回

そうゆう形でさせていただければと思います。 

（Ａ委員） 

 ・県に対する要望については、新しい意見も取り入れると理解してよろしいんです

か。 
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（議 長） 

 ・結構です。 

（議 長） 

 ・県を通じて他の関係機関、国や電源開発さんに要望する事項も、併せてご議論、

意見交換の対象とさせていただきたい。 

（議 長） 

 ・その他、前回議事録に関して何かございませんでしょうか。何かございましたら

後ほどお願いします。 

（議 長） 

 ・この会議の検討スケジュールと言う事で、資料を付けておりますが、今回が第 3

回でございます、次回第 4 回は８月２９日を予定いたしております。９月の取り

まとめにて１０月と思っておりますのでよろしくお願いします。本日の審議は前

回の要望内容の確認並びに環境問題、ダム撤去後の対策についてございます。 

 

②前回会議での要望内容確認について 

 

（議 長） 

・前回の会議で議論いただきました要望内容の確認ですが、事務局で皆様からいた

だいたご意見を整理して案を提示いたしますので、事務局から説明をお願いしま

す。 

 

（事務局） 

 （各関係機関からのデータの説明） 

  ○荒瀬ダム・瀬戸石ダムの流入量、放流量。 

  ○遥拝頭首工における農業用水取水量。 

（前回要望内容の修正案の説明） 

   ○総合的な検討体制の設置について（新規内容） 

   ○利水問題について 

   ○ダム撤去前の対策について 

 

（議 長） 

・ありがとうございました。それでは、ただいま事務局より説明のありましたデー

タについて何かご質問等あればお願いします。 

（議 長） 

 ・意見を出すうえで、データ等を添付してしっかとりした根拠の元に議論すべきで

あるとのご意見をいただいておりましたので、公表できるデータを関係機関のほ

うにご協力いただいております。グラフの方に間違いがあって申し訳ありません
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が、グラフの間違いは訂正いたしますので、これをご覧になって意見をいただけ

ればと思います。 

（Ｂ委員） 

 ・情報としてお聞きしますが、過去、平成８年か平成６年かに荒瀬のほうから緊急

放流をしたと聞いているが、このグラフの中でどのへんでどれほどの量が放流さ

れたのか教えていただければと思います。 

（議 長） 

 ・今の点について事務局わかりますか。 

（事務局） 

 ・この表で言いますと平成６年の異常渇水時のデータですが、このときの対応が具

体的にどうであったかという事についてはつかんでおりません、ただ、対応をさ

れたという事だけは伺っております。農業団体さんの方でどなたかご存知の方が

いらっしゃればお答えいただけないでしょうか。 

（Ｃ委員） 

 ・数字的なことは分かりません、平成６年の大渇水の時に荒瀬ダムで貯水してある

水を流したという事は分かっておりますが、数字的にはどれだけ流したか出てお

りません。その時は荒瀬ダムだけではなく上流の市房ダムも空になるまで出した

という事は聞いております。 

  グラフを見ていただければ流入量が８月からずっと下がっている、 低では１５

ｔまで下がっているので、大渇水だったという事は数字を見ても分かります。こ

の数字ではとうてい、農業、工業用水に足る量では無いと言うことです。 

（Ｂ委員） 

 ・荒瀬ダム管理事務所の方では分からないんでしょうか。 

（企業局） 

 ・平成６年は大渇水であった、市房ダムにおいてもダムの下のほうにある非常放水

管を開けて下流に補給を行ったと言うような状況でございます。荒瀬ダムにつき

ましても、１１月には流入量が１５ｔしかなかったという事で、１０月から発電

機を止めましてダムから放流を続けたと言う状況でございます。 

（議 長） 

 ・今のご質問の趣旨は、渇水時に前回の対応をふまえたうえで、今後、そのような

事態のときのために整理しておくという事でよろしいですか。 

（Ｂ委員） 

 ・将来考えるべきだと思いますので、事例としてどのような事があったのかお尋ね

しました。 

（議 長） 

 ・そのほか何かございませんか。 
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（Ｄ委員） 

 ・工業のほうで出席しておりますが、利水問題の取水についてですが、われわれ特

に製紙会社は水をたくさん使わせていただいております。その中で、取水量を確

保していただきたいというのは勿論の事ですが、水の濁度がダム撤去後どのよう

になっていくのか、われわれは排水の規制も受けておりまして、濁度によって下

水の数値が非常に心配されるところである。ダムを撤去したことによって水の濁

りがどのようになっていくのか想像がつかないので、シミュレーションなりでき

るのか、難しい面もあると思いますが申し添えておきます。 

（議 長） 

 ・今の点は、濁度のデータも付け加えるべきなのか、要望事項の中で撤去に伴う要

望とするのか。 

（Ｄ委員） 

 ・前回の会議の中で、漁協さんの方からも泥土の流失等についてお願いがされてい

たと思いますが、特に企業としては濁度について心配をしているという事です。 

（議 長） 

 ・全体のまとめの中で、要望項目の中に表現を追加できればと思います。 

（Ｄ委員） 

 ・濁度というのがあまり出て来ていない、言葉で出てくれば良いというわけではあ

りませんが、濁りという対策を考えていただければと思います。 

（議 長） 

 ・今の件について事務局より何かありませんか。 

（事務局） 

 ・濁度という事ですが、後で出てきます環境問題の項目で、調査や汚染物質の削減

等の項目が出てまいりますので、環境問題の中で整理させていただきたいと思っ

ております。 

（議 長） 

 ・よろしいでしょうか。その他何かございますでしょうか。 

（Ｅ委員） 

 ・４P の⑧ですが、関係機関との事前協議を願いたい。とありますが、既に県では

平成１４年より実施を行い平成１７年度までにかなりの実績があるようですが、

そうゆう場合でも事前協議をお願いしたい言う表現になるのでしょうか。 

（事務局） 

 ・現実に泥土の除去は行われておりますが、これからも続くという事ですので再度

お願いする意味で載せております。表現といたしましては、現在対応いただいて

いる事ですので、そぐわないのかなと思います。事前を取って「協議を引き続き

お願いしたい」と言った表現、継続してお願いする表現でいかがでしょうか。 
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（Ｅ委員） 

 ・結構です。事前という言葉がありましたので気になりました。 

 

   ○利水問題について 

 

（議 長） 

 ・前回の議案事項の中身に入ってまいりましたので、確認をお願いしたいと思いま

す。 

利水問題について、前回ご指摘のあった要望事項についてはより具体的に書くべ

きだとご指摘があったので、具体的な表現に整理させていただいております。ま

た、渇水時の対応が非常に重要であることから、渇水時の対応については明記す

るよういたしております。それから、一日中安定した水量の確保が大事という事

で明記しております。これにつきまして事務局で整理いたしましたものにつきま

して何かございましたらお願いします。 

（Ｃ委員） 

 ・先程の事務局の説明の中で、５５ｔ以下の場合はストレートで流しますとありま

したが、これは電源開発さんからはっきり出た数字ですか。 

（事務局） 

 ・前回の説明の中で５５ｔ以下の場合は流しますという事でありましたので、再度、

電源開発さんに確認いたしました。「５５ｔいかない場合は発電せずに流します」

という事で説明して結構ですと回答いただきました。 

（Ｃ委員） 

 ・農業団体はそのように受け取ってない。５５ｔ以下のときはそのままストレート  

で流しますという事で良いわけですね。再確認です。 

（事務局） 

 ・そのように説明を受けております。 

（議 長） 

 ・そのほかの点について何かございますか。 

  ２P の２）の③、④の渇水時の対応につきまして、前回の会議内容をふまえてお

りますが、これについてはいかがでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 ・今後の利水の問題ですから、あと５年すると荒瀬ダムは無くなる、瀬戸石ダムは

どうなるか分からない、そうすると先程の話からしますと、市房ダムまで含めて

お願いしたという話ですから、ここでも市房の一文字が出て来ても良いんじゃな

いかな、入れとくべきじゃないかなと思っております。保有量からすれば市房の

力を借りないと大渇水の時は足りないんじゃないかなと思います。 

（議 長） 
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 ・今、ご意見のあった、「上流の瀬戸石ダムからの必要な補給」となっております

が、実際に瀬戸石ダムが溜められる量はそうあるわけでは無いので、市房ダムも

含めてとしたほうがというご意見ですがいかがでしょうか。 

（議 長） 

 ・その他、利水問題でなにか追加や意味の分からないこと等ありましたらお願いし

ます。 

（Ｆ委員） 

 ・市房ダムの話が出ましたが、市房ダムがそこまでまかなえる量があるのか、十分

な把握をしないと文言として入れるのはどうかな、安易に入れて良いのか、事前

調査が必要ではないかと思います。 

（Ｂ委員） 

 ・先程のご報告を聞きまして、渇水時に市房ダムが空になるまで放流いただいたと

聞きましたので、それであれば、今後も市房に対してお願いをする事が出てくる

と思ったわけです。 

（Ｆ委員） 

 ・それは、非常事態のときは可能であった。通常の状況の中で、はたして市房ダム

がそこまでまかなえるか、そこの調査も必要じゃないかなと思う。渇水時に対し

ての緊急時の対策としての理由でした、それが通常時必要な場合、常時、市房ダ

ムが荒瀬ダムの代替の水原として可能かどうかは、十分把握しない事には、安易

に文言として入れていいのかなと思います。 

（Ｂ委員） 

 ・渇水時の対応となっておりましたので発言しております。 

（Ｆ委員） 

 ・可能かどうかの判断をするべきではないか。安易に入れて良いのか、過去に例が

あったから入れるのではなくはっきりした確認の元に入れるべきではないか。

色々な波及効果が出てくるのではないか、川辺川のダムの問題もあるし上流部の

水源としての機能を有するダムが必要かと言及してきやしないか、そこを捉えた

時、はたして安易にして良いのか、慎重に協議いただいて入れる入れないの判断

をしていただきたい。入れるのはかまわない。 

（Ｂ委員） 

 ・判断の方は議長の取り扱いにお任せしますけれども、私の発想は先程の話しを聞

いて、緊急時の放流と限定された範囲の中で考えた場合、荒瀬ダムが無くなり瀬

戸石ダムの容量では不足するので、市房ダムを含めて文言化しておいて良いので

はないか。可能かどうかまで含めて検証しておくべきだとの判断であれば、それ

は必要な事だと思います。私は書いておくことは必要だと言う意見を持っており

ます。 

（Ｇ委員） 
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 ・要望の中には入れても良いとは思います。渇水時と書いてありますけど、どこも

渇水なんです。八代だけ渇水ではない、そういう事を考えると市房ダムが流した

のは当然の事で、地元の土地改良関係もありますから、それらを考えれば、市房

ダムというのは適切ではないのではないかなと思います。ただ、要望として挙げ

れば、あとは県なり国なりで整理されると思います。 

（Ｂ委員） 

 ・あまりこだわりませんが、お願いすることもありえるという程度のことでもかま

わないから、市としては入れておいた方が良いのではないかという気がします。 

（Ｆ委員） 

 ・実際それが可能かどうか、上流には上流の色んな利水、農業団体等がおられる訳

ですから、安易に下流で撤去するからと言って入れて良いのかと思います。 

（議 長） 

 ・議論の整理をしたいと思いますが、実際に市房ダムの補給があったのは平成６年

の異常渇水時において対応した。異常渇水時は荒瀬ダムの在る無しに関わらず異

常渇水の対応としてダムの施設能力を 大限使って、渇水の緩和を図ると決めら

れたと思いますので、ある意味では荒瀬ダムが在る無しに関わらず対応されるこ

とは期待できると思うが、それを要望項目に入れると当然なされることが入って

しまう事になり、要望の根拠がぼけるという事であれば整理をしなければならな

いし、荒瀬ダムの撤去に伴って影響があるという事で限定して要望を出すという

事であれば、市房ダムの話は異常渇水時には下の活用も含めて対応を願いたいと

別項目として立てた上で、要望としては「あらかじめルール化されたい」という

事については、状況次第と活用に訂正するという事もあるのかなと思います。 

  市房ダムを使うのは当然ありうるんですが、荒瀬ダムが在っても無くても下流へ

の支援はありうる話だと思うのですが、平成６年のような大渇水があったときの

様に、前回と同じようにやって下さいと念押し的に要望するか、あるいは今回の

荒瀬ダム撤去に関連して併せて要望するのかというところですが。 

（Ｂ委員） 

 ・あまりこだわりません、当然そういう事があれば関係機関と協議のうえでなされ

て行くはずですし、整理が出来ればそれであえて文句をいう事は無いのかなと思

いますので、お任せします。 

（Ｆ委員） 

 ・荒瀬ダムの利用についてそういう契約ができるのですか。それが可能かどうかお

伺いしたい。 

（議 長） 

 ・前提として荒瀬ダムは利水機能を有していないわけですから、荒瀬ダムで流せる

水を増やしていて、その減る分を補償してくれるという事については現在無いと

言うのが県さんの公式回答なので、荒瀬ダム撤去に伴った新たな契約を結ぶとい
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うのは、要望の中に入れていけるのでは。 

（Ｆ委員） 

 ・それは市房ダムに対して可能なのか。 

（議 長） 

 ・それは難しいと思います。 

（Ｆ委員） 

 ・はっきり分けてしなければ、ただ安易に下さいと言うだけでは契約上厳しいので

はないかと思います。はっきりした方法論をつくって行かないと、ただ、文言と

しているだけでは効果を得ない、どれだけ市房ダムの水利権を利用できるか明確

にするべきでは。 

（議 長） 

 ・平成６年の異常渇水の時の場合は、緊急の対応ですから権利を行使というよりは

お互い譲り合って全体の渇水の危機を少なくするという事ですので、たぶんあら

かじめ契約とはならない。 

（Ｆ委員） 

 ・非常時でない場合に渇水が起きた場合、どうゆう判断基準でされるかという事が

非常に不安ですし、八代流域の農業用水が不足した場合に市房ダムの緊急放水と

いう事をどうゆう方向で取れるのかという事を検討していなければ厳しいので

はないかと思います。 

（Ｃ委員） 

 ・要望内容の「上流の瀬戸石ダムから」とあるが、瀬戸石ダムにこだわらずに上流

ダムでも結構だと思います。今までやってきたわけですから、渇水時には上で溜

まっている水はとにかく流してくれと、お願いしているわけですから。あえて瀬

戸石ダムから書いてあるから引っかかるわけで、上流ダムからとしていただけれ

ば結構だと思います。 

（議 長） 

 ・上流のダムからという形で整理をさせていただきまして、具体的な方策を関係機

関に確認しながら現在の要望書の段階でどうゆう整理、書き方をするのかという

事をつめてまいりたいと思います。 

  利水問題についてはよろしいでしょうか。 

 

   ○ダム撤去前の対策について 

 

（議 長） 

 ・つづいて、ダム撤去前の対策についてですが、前回の部分を全部消していますが、

内容は大きく変わってなく、項目を明確化、再分割化して、一つの文章で２つ３

つの要望が入っていた部分がありますので、それを明確化したと言うのが主な内
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容となっております。 

（議 長） 

 ・まず１点、ご相談なんですが３P の１）の①、「下流への土砂補給は、できるだ

け自然の流水にまかせ、自然補給を図られたい」というのが従来の要望ですが、

前回の議論、整理の中で、⑤、⑥のところで、「自然流下による土砂補給」とか

「球磨川に補給するのではなく八代海に補給されたい」との要望項目があって、

必ずしも①との整合が取れていない事情がございますのでおはかりします。 

（Ｆ委員） 

 ・前回の会議で、この問題については色んな専門家に対して影響調査をする必要が

あるのではないかと言う県の立場ではなかったかと思いますが、それをふまえて

やっていただければと思います。 

（議 長） 

 ・県の専門部会のほうで土砂の影響も検討いただけると伺っており、そこでの議論

を十分行っていただきたい。それ以外に別途、専門家にお願いして何らかの解説

なりコメントをいただくという事を期待されているのでしょうか。 

（Ｆ委員） 

 ・提言まで時間も無いし、市独自でするのはとても難しい。 

（議 長） 

 ・企業局さんにご確認なんですが、県で設置されております専門部会の中で、土砂

補給、堆砂の影響等についてもご検討いただいていると理解してよろしいんでし

ょうか。 

（企業局） 

 ・この件につきましては、当然、専門部会で詳細な検討を行っております。また、

専門部会としての考え方を取りまとめた訳ですが、今年度も引き続き検証を行っ

ていくことにしております。 

（議 長） 

 ・それでは①をどうするかについてご意見ありませんでしょうか。 

  原則として自然補給という意味合いで元々書いてありますが、専門家による検証

を経て対応をいただくという事で、ここについては特段の要望を出さない、一旦

削除すると言う方法もありますがいかがでしょうか。 

（Ｈ委員） 

 ・ダムのすぐ下に流すのが一番利にかなっている自然な方法だとは思っております

が、実際は一番低い所やよどむ所に溜まりやすいんじゃないかと思うわけです、

それが漁港の舟だまりだったりするわけで、それの浚渫がなかなか出来ないとい

う現状がある。お金もかかるものですし、それで要望もしておりますがなかなか

難しいということです。溜まればいつでも浚渫をしますと言われるのであればそ

の方法でかまわないんですが、浚渫が出来ないで困っている漁民の声と言うのは、
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上から流せば溜まるのではないかとの不安がある。 

（議 長） 

 ・下流への土砂補給を自然流下でやって下さいという事を、積極的に要望しないほ

うが言いという事でしょうか。 

（Ｇ委員） 

 ・自然補給という事ですが、砂次第によっては覆砂に使えないだろうかと言う要望

はされているのか。 

（Ｈ委員） 

 ・実際に覆砂を行っている。いい砂ではあります。 

（Ｇ委員） 

 ・現在使用されているのか。 

（Ｈ委員） 

 ・試験的に入れております。 

（Ｇ委員） 

 ・良いという事であればもっと事業をする事がいいわけですよね、このへんは企業

局は調査を行っているのか、調査をおこなったから使用しているのか。 

（Ｈ委員） 

 ・企業局ではなく国土交通省が行った。 

（議 長） 

 ・今のご指摘の覆砂の効果については、４P の⑦の話になるわけですが、これにあ

たっては事前に漁協と協議を図られたいとなっておりますので、土砂流下の場合、

自然流下で流してしまうのが良いのか、除去していただくのが良いのか、漁協の

方へご相談いただきたいと言う要望を入れるという事で、整理が可能であればい

たしたいと思います。 

（Ｇ委員） 

 ・これにははっきり覆砂事業ならば覆砂事業と入れた方が良いのでは。 

  他地域では覆砂事業を行っている、八代地域は遅れているのではっきり入れた方

が良いのでは。 

（議 長） 

 ・成育調査と一緒にしてしまうとやりにくくなると思いますが、覆砂に活用すべき

だという事を別途、項目にすべきであれば。 

（Ｆ委員） 

 ・今の段階では自然流下した場合、植柳・金剛漁港の堆積がひどくなる一方で、そ

の辺の危機感がある。下流への影響はあるわけですから。 

（Ｉ委員） 

 ・土砂の自然流下の問題についてはダムの堆砂の問題もあるわけですが、先程、委

員さんからもありましたように、植柳方面の港が土砂によりどうにかして欲しい
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という状況があるわけです。港と河川の管理の問題であって、国だったり市だっ

たり県だったりするわけです、ここ２日間の大雨で大門地区に避難勧告が出され

ましたが、この地区に現在行ってみればどのような砂が流れてきているか良く分

かると思います。相当量、道路に堆積しております、ダンプで何十台あるか分か

りません。前回よりも護岸の道路にある砂は２回目の水が早かったせいで、相当

量流れております下流に、それでも遊水地においては相当な砂がある。泥土を除

去したあとの砂を自然流下と言われるのは、河川保護や流用地の方には必要な部

分と思われるかもしれませんが、災害時の土砂の量は毎回起こっているわけです。

先程、下流の方からも話がありました覆砂の問題もありますので、自然流下、自

然流下と言わずにそのような地域もあるという事でございますので、考えていた

だけないだろうかと思ったところです。砂の質は大変いいものですが、その量た

るものは水害時に相当な土砂の量でございます、土砂の流下試験をされた後の調

査の内容を聞きたいところですが、下流の方に言わせれば下流の瀬に溜まって狭

くなったと言われますし、漁協においては相当な堆積土砂となっているのではな

いかというような話も有ります。一連の流れの中で因果関係が深いんではないか、

砂に名前が書いてあるわけではございませんので、その時の砂が何処にどのよう

な状態になっているかなかなか難しい気もしますが、事前調査あたりを入れます

と自然と分かってくる部分もあるのではないかと気がします、できれば調査の結

果が企業局さんで分かっていればお知らせいただきたい。それを含めてチェック

していく課題ではないかと思います。 

（議 長） 

 ・今、いくつかいただきましたご意見を踏まえまして、①の要望内容は必ずしもそ

ればかりが良いという事にはならないという事もありますので、一旦要望項目の

中から落とさせていただきまして、その上で何人かの委員さんよりご指摘のあり

ましたような、県のほうでしっかりとした検証を行なっていただきたい。②、③

の、検証及び流下試験をいただいて、その後しかりメンテナンスという事と、ご

懸念の下流の漁港への堆砂の問題につきましては⑤、⑥の中で要望項目として入

れていきたいと思います。その他、先程からありました覆砂への活用について表

現として別途追加するかどうか、漁協さんとしてはあったほうが良いという事で

ございますが、全体として課題が無いか確認したうえで表現の追加を考えたいと

思います。 

  ⑨の要望項目については、旧坂本村で要望していた内容ですが、そのまま挙げさ

せていただいております。 

（議 長） 

 ・それでは、２）の「県道等の擁壁補修及び水位低下対策について」でございます

が、これについては前回の会議でご指摘があったように、一点目はまだ心配な部

分があるのでさらに擁壁の調査を行っていただきたい。補修の必要な部分は撤去
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前に補修を行っていただきたい。という事を項目としてあげております。また、

護岸で川への侵入が隔てられるという事もあるので、擁壁の補修に当たっては親

水護岸等の整備を、元々川に降りられるような機能の確保は出来ないかと言うお

願いをしております。後は擁壁補修とは別となりますが、ダム撤去に伴う水位低

下による影響、住宅調査を行っていただきたい。地下水の調査を行っていただき

たい。という事を付け加えております。これについて何かございませんでしょう

か。 

（議 長） 

 ・調査区域については、前回はダム周辺となっておりましたので、ダム周辺だけと

誤解をうける表現でしたので、ダム湖周辺全地域とさせていただきました。 

（議 長） 

 ・よろしければ事務局案で進めさせていただきます。 

（議 長） 

 ・３）番につきましては前回の会議で別段大きなご異論が無かったので、旧坂本村

時代の要望内容に沿った物となっております。一点だけ表現を直しております、

「護岸用に敷設されたテトラポットの必要性について検討されたい」という事で

したが必要性の検討だけですと具体的に何をやっていただきたいかわからない

ので、「ダム撤去後、必要ないのであれば撤去されたい」と言う表現に変えてお

りますが、もともとの要望の趣旨から考えていかがでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 ・一つ前に帰ってよろしいでしょうか、親水護岸と言うのはアクセス道路を取り付

けることで考えてよろしいんでしょうか。 

（事務局） 

 ・具体的に道路を作るのかどうかという事ですが、水に触れ合えるような施設を考

えて欲しいという事で考えております。 

（Ｂ委員） 

 ・水位が下がると消防水利と言いますか、ポンプが届かなくなる物ですから、消防

水利に対する影響をお願いしないといけないと思います。入れていただいてよろ

しいんでしょうか。 

（議 長) 

 ・消防水利についてご意見がございましたが、現実に荒瀬の方からかなり取ってい

るのでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 ・今は県道、国道両側からポンプが届くわけです。水位が下がってしまうと道路が

ないものですから川岸まで非常に遠くなる。そうすると水の利用が出来ない。川

岸までポンプが下りられる事が必要だと思います。 

（議 長） 
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 ・それでは先程の親水護岸のところで、消防水利の確保の為に必要な搬路をお願い

する。親水護岸は護岸となりますので造る事は出来ませんとなりますので、消防

水利確保の為の川岸に近づく手段という事で搬路の確保を擁壁の補修と併せて

お願いする。擁壁補修と一緒になるとややこしいですから、水位低下対策として

改めて要望を行って行きたいと思います。 

（Ｊ委員） 

 ・撤去前の対策で要望するものか、撤去後の対策で要望するのか、どちらにもあて

はまる事があるので、両方で検討いただきたい。 

（議 長） 

 ・項目の整理としてどちらに入れるかは、 終的な全体のバランスを見て組みなお

したいと思います。まずは要望項目の中に入れるという事で整理をして、どちら

が良いか整理して行きたいと思います。 

（議 長） 

 ・それでは続きまして、旧八代市からの要望の環境問題について事務局の方から説

明願います。 

 

 （事務局） 

  （環境問題について旧八代市からの要望内容説明） 

 （企業局） 

  （環境調査の調査結果概要の説明） 

 

（Ｆ委員） 

 ・八代海までを想定した場合は、量については変化がありうるといえるのか。 

（議 長） 

 ・わからないでしょう。 

（議 長） 

 ・それでは環境問題に対する案の説明を事務局よりお願いします。 

 

 （事務局） 

  （環境問題についての事務局たたき台の説明） 

 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。それでは今の説明の点についてご審議いただきたいと思

います。 

（Ａ委員） 

 ・環境問題につきましては、旧坂本村からも出ておりますが、同じような考え方で

結論を出して良いんじゃないかと思います。 終的には地元要望が入れられない
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形でダム撤去が決定されております。坂本の人たちは球磨川の復元という事でダ

ム撤去をお願いした経緯がある、そういう中で河川法も平成９年に改正されまし

たし、自然再生推進法が１５年に実施されております。私たちは球磨川が５０年

前から現在でどのように変わったかという事を基本にして、色んな事を考えてい

るわけですが環境調査の中で、現在をされておられますが、私たちが求めるのは

５０年前とどう変わったかという事を調査していただき、それを復元するいうこ

とが私たちの要求の基本にある。そのような観点での調査をしていただきたいと

言うのが第一点です。 

  それから、この問題は県にお願いするだけで終るわけではなく、坂本の検討委員

会では自分たちでできる物は自分たちでやりましょうと言う観点であった。お願

いするところはお願いする。自分たちでしなければならないところはすると、そ

ういう観点があった。そういう事から考えますと、この問題はただお願いすると

言うだけではなく、自然再生推進法に基づいた事業として、球磨川の再生を取り

組んで行きたい。そういう願いを持って坂本の環境対策は出ている。したがいま

してここに出ている事を含めまして、県にお願いすることも当然ですが、私たち

は荒瀬ダム撤去が世界的に注目されるこの要因は自然再生なんですね、ですから

将来的に持続される取り組みを考えていただきたい。 

（議 長） 

 ・今の点につきまして何か事務局からありますでしょうか。 

（事務局） 

 ・ございません。 

（Ｂ委員） 

 ・事務局にお尋ねいたしますが、今後の協議の予定で第５回目の協議内容で旧八代

市の要望内容、旧坂本村の要望内容と挙げられておりますが、これはそれぞれ八

代のものと坂本のものに触れていくという事でよろしいんでしょうか。 

（事務局） 

 ・第５回と言うのは総合的なまとめを行っていく事になっております。第２回目か

ら旧八代市・旧坂本村の要望内容の検討を進めております。整理のところで、白

丸が旧八代市の要望内容で、黒丸が旧坂本村となっております。 

（Ｂ委員） 

 ・これはそういう事なんですね、わかりました。 

  旧坂本で村長に答申した事項が細部にわたっております、それを出す機会はある

のでしょうか。国土交通省が平成９年に決めました新河川法ですが、それを見て

みますと、自然豊かな川作りと魚が遡上流下しやすい川作りとあるわけですが、

我々が坂本で議論してきたことは、ダムができる前の昔の川作りをしようという

事が軸でした、ここの書かれているような事だけではなくて、細かい部分まで申

し述べる機会はあるのでしょうか。という事です。 
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（事務局） 

 ・今、整理をさせていただいているのは旧八代市の要望項目と旧坂本村の要望項目

を全て挙げております、両方の中身の内容を全て議論いただく事にしております。

それに基づいて総合的にご議論いただく部分も当然出てくるわけでございます。

話の進め方として項目立てて整理をしていただいておりますので、当然、ご意見

はいただくことになると思います。 

（Ｋ委員） 

・確認をさせていただきたいのですが、平成１５年１０月９日付けで「荒瀬ダム撤

去に関する諸対策について」要望書を坂本村で出しております。色々出ておりま

すが、見出しの中で「ダム撤去前の対策について」、「ダム撤去後の対策について」、

「今後に向けて」と見出しが出ております。この中の「今後に向けて」の中に球

磨川架橋の問題が出ておりまして、荒瀬～大門間につきましては、ダムを建設さ

れまして以来、５０年間に亘りまして生活の一部としてダムを生活道路として利

用してきたわけですが、これがなくなるわけですから地域としては大変な問題で

ございます。林道もありますしここら辺をどう整理するのか、地元としては大変

不安を抱いておられるわけでございます。あるいは遥拝堰及び瀬戸石ダムの問題

等を要望書の中に具体的に取り上げております。この問題をどのような形で県か

らご回答いただいているのか私たちには分からないわけであります、今後こうい

う問題を含めてどのように新八代市として整理しまとめて行くのかという事だ

と思います。でなければ、真剣にこの問題につきましてはかなりの時間を割いて

ご討議されてきたというふうに思っております。今日、事務局の方からご提案い

ただきました資料を見てみますと、今既に検討されております「環境問題につい

て」と旧坂本村要望の「ダム撤去後の対策について」という事で、非常に簡単に

取り上げられております。特に旧坂本村要望書よりという資料につきましては、

「県道復元、改修について」「内水面漁業の研究機関の充実について」と大変多

くの要望が出ている中で、これだけをたたき台としてご提示されていることにつ

きましては、これでいいのかなという気がしてならないわけですが、この辺の取

扱いにつきまして議長としてどのようにお考えなのかお伺いしたいと思います。 

（議 長） 

 ・まず第１点目のお話にありました「今後にむけて」の内容は次回の会議で議論い

ただく事になっております。今日一日ではできませんので、検討スケジュールの

中にもありますように黒丸で「今後に向けて」というところで、球磨川架橋につ

いて、遥拝堰及び瀬戸石ダムについて、地域活性化対策についてとありますよう

に、今日はダム撤去後の対策に入っていた旧坂本村の要望書の項目については今

日ご議論いただいて、「今後に向けて」、「情報提供について」は次回に議論した

いということで提案させていただきます。この進め方につきましては前回もご相

談したんですが、それぞれ旧坂本村、旧八代市で要望として出した項目について、
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さらに精査を行って合併後の八代市の要望として整理するベースにさせていた

だきたい。その中で、旧坂本村、旧八代市の要望項目だけを出すのではなくて、

幅広くご意見を伺って、追加する物は追加する。あるいは既に答えをいただいて

いて要望すべき必要のないものは落としていくと、いう整理をしながら進めたい

と思っております。先程、委員さんからありました様な、県に要望する項目のみ

ならず、幅広くどんな問題があるかの議論をした上で、地域でやれるものは地域

でやるという事も念頭に置きながら議論を整理すべきではないかというご指摘

ですので、そこにつきましてはまさにご指摘どうりですので、この荒瀬ダム撤去

対策検討会議の目的自体が、撤去に伴う諸問題についてより広い視点からのご意

見を求めるということが目的となっておりますので、是非、そういったご意見を

いただきたい。その中で、新しく県に対して要望する事項が整理されれば追加で

要望していく、そうでない物については議論として整理をして行きたいと思いま

す。だだ、県への要望を早くまとめるという観点でこういった議論を集中的に行

って、秋の要望にまとめるために、旧市村の要望事項をベースとさせていただい

た状況でございます。 

  事務局の方で検討いただきたいのですが、次回の検討会議の中で残されている検

討項目以外も含めて幅広いご意見を各委員さんからいただく時間を作れるか、あ

るいは別途また設けるか、事務局の方で検討させていただきたいと思います。 

（Ｋ委員） 

 ・議題の中にその他を含めまして５番まで上がっておりますが、３の環境問題につ

いて資料に基づきまして本日はここまで検討されると、ダム撤去後の対策につい

ては次回で検討するという事でよろしいでしょうか。 

（議 長） 

 ・ダム撤去後の対策については今日行います、次回は今後の対策についてと情報提

供についてを行なう予定です。 

（議 長） 

 ・全体の進め方についてのご意見がいくつか出たところでございますが、それにつ

いては次回または別途時間を設けるといったことで事務局に預からせていただ

いたところで、今日、議論いただきたい環境問題、ダム撤去後の対策につきまし

てですが、まずは環境問題で不足している点や要望の趣旨が変である等のご意見

がありましたらお願いします。 

（議 長） 

 ・先程、企業局の説明の中で委員さんからの質問にありました、遥拝堰下流の専門

的な調査を行った結果、撤去量等について変更が必要なのであれば、そういった

検討がなされるのかとありましたが、まず、遥拝堰下流のきちんとした環境調査

をお願いするのが一番として、その上で調査の結果十分な対策を取っていただき

たいという様な要望の出し方もありますので、遥拝堰下流の調査の結果、堆積土
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砂撤去量の見直しと精査を行ってほしいという要望の出し方もある。 

（Ａ委員） 

 ・補足させていただきたいんですが、まったく新しい提案ではなく、旧八代市から

出されております環境問題をもう少し補足して欲しいという事なんですね。 

（議 長） 

 ・そうゆう意味では是非、具体的な提案をいただきたいと思いますが、決してこの

範囲の中だけで議論することではなくて、ここに不足する部分はどんどんこの場

でご発言いただいて、次回その反映したものをご審議いただくと言うプロセスを

考えておりますので、是非、この場でご意見をいただきたいと思います。 

（議 長） 

 ・特に環境問題は非常に懐が広いので、前回要望書の中では表現しきれてない点等

あればお願いします。 

（Ｂ委員） 

 ・非常に漠然とですが、私が先程申し上げた意味は、平成９年に国土交通省が策定

した新河川法、その中に定める自然豊かな川作りであるとか、魚が遡上、流下し

やすい川作り、抽象的な表現になっておりますが、ダムの水位が下がれば昔の瀬

が出、土が出、そして大きな巨岩が出てくると、要するに昔の川に帰っていくん

だという事が想定されるしそうなって欲しいと願っております。国土交通省が言

う優しい川作りと言うところをですね、今まであったダムが壊れるんですから、

世界で始めて大きなダムを壊すという事は、ダムがあった川をまた昔の川にかえ

すという事も世界で始めてだという事になる。その中で優しい川作りが具体的に

どういう事をやっていくのか、その中で自分たちができること、県にお願いする

こと、国にお願いすることとあるわけなんですが、そういった事をきちんと国の

ほうへお願いしに行くという様なそんな会議の位置付けと言いましょうか力強

さという事も 後のまとめの中に、何らかの文言でおりこんで欲しいという事を

私は申しあげておりました。国土交通省が今から考える優しい川作りというよう

な事を、自ら定めて自ら進めてくださいという事をですね、ダムを壊して川を再

生するときに十分考えていただけませんかという事を、文章として織り込んでい

ただきたい気持ちでございます。 

（議 長） 

 ・今の点につきまして、県さんの要望項目に入れるのか、ここでの議論としてしっ

かり取り組んでいくのか事務局で検討させていただきたいと思います。県に要望

していく内容であっても、県さんの方で総合的な検討体制、国を含めた検討体制

の場を作っていただいて国を巻き込んで議論いただくと言うのは今日の一番初

めの資料でご説明したとおりです。国を巻き込んだ議論を県さんの方で進めてい

ただきたい、もちろん地元としてもそれについてしっかり議論していきたいとい

う言い方もできると思います。 
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（Ａ委員） 

 ・今の説明と重複するようなところがありますが、漁族への影響と表現してありま

すが、それを調査するだけではなくもう一歩進めて恒久的なものとなるような物

を要求していったらどうかというようなことなんです。 

（議 長） 

 ・具体的に何かイメージされた物はございますか、恒久的と言いますと。 

（Ａ委員） 

 ・それは先程言いましたように、再生法に基づく再生事業として取り組んでいくと

いう事になっていくと思います。 

（議 長） 

 ・再生法に基づく再生事業でこんな事業をやりたいというものは何か地元のお考え

は何かございますか。 

（Ａ委員） 

 ・どれだけ漁獲量が減ったのかということが根底にあります。現在、放流等の事業

はされておりますが、年々生態系は壊れて少なくなってきている、現在の生態系

を保全するという意味では再生法の事業というような事につながっていくと思

います。 

（議 長） 

 ・さらに具体的な思いがあれば是非聞かせていただきたいと思います。個別にその

あたり再生事業でこういった問題点があって、何に取り組むべきなのかと言うお

考えのところを聞かせていただいて、再生法に基づく事業のスキーム等きちんと

研究した上でコメントさせていただきたいと思います。現時点では自然再生法が

あることは知っておりますが、今おっしゃったイメージの制度、資金が取り組め

るかどうかという事について、コメントできる情報がございません。問題意識の

ところがどういう問題意識という事とどういうふうにお思いになっているかと

いうところが分かりきれない、具体的に誰が何をしたらいいのか詳しく教えてい

ただきたいと思います。 

（Ａ委員） 

 ・荒瀬ダムは球磨川におきまして初めて作られたダムです、魚道は作らないという

事で漁業補償がなされた。球磨川の自然遡上というものに対する住民の意識を変

えてしまった。その後出来た、堰、ダムが自然遡上に対する住民の考え方がまっ

たくなくなってしまった、失われた物を取り戻すのは自然再生事業しかないと思

う。 

（議 長） 

 ・個別に詳しく事務局の方からお聞かせいただいて、整理をしたいと思います。自

然再生事業も含めて検討させていただきたいと思います。 

（議 長） 
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 ・ほかに、環境問題に関連いたしましてご意見等ございませんでしょうか。環境問

題とダム撤去前対策は一部混在するところがございますので、整理したいと思い

ますが、環境問題は重要な観点ですので、明確にわかるようにいたしたいと思い

ます。 

（議 長） 

 ・それでは環境につきましてはこれでよろしいでしょうか。 

（各委員） 

 ・はい 

（議 長） 

 ・続きまして、ダム撤去後の対策について旧坂本村の要望内容とそれに対する企業

局さんの回答内容、事務局の提案内容をまとめて事務局よりお願いします。 

 

 （事務局） 

  （ダム撤去後の対策について、旧坂本村要望内容、企業局対応内容説明） 

  （ダム撤去後の対策について、事務局たたき台説明） 

 

（議 長） 

 ・ありがとうございます、ダム撤去後の対策についてという旧坂本村での要望項目

について県さんからのご回答及び事務局の提案がありますが、これについてご意

見等お願いします。 

（Ｆ委員） 

 ・平成１７年の実施調査とありますが、簡単でよろしいですからどんな内容だった

のかお教えいただけないでしょうか。 

（事務局） 

 ・県の企業局の方で調査を行っていますが、今手元に資料を持っておりません。企

業局さんの方でお答えできますでしょうか。 

（議 長） 

 ・今、お答えできるようでしたら企業局さんにお願いして、なければ次回、企業局

さんの資料でお願いしたい。 

（企業局） 

 ・平成１７年ですが平成１６年度に実施調査を行っております。ペーパーがござい

ますので整理をして提出したいと思います。 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。次回会議の場で資料の提出をお願いします。 

（Ａ委員） 

 ・内水面漁業の研究機関の充実という事ですが、その中で生態系の復元と表現して

ありますが、それをもう少し具体的なものに変えると説得力があるのかなと思う
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わけですが、例えば、生態系の復元につきましては、ほとんど鮎について議論さ

れるんですが、地元では鮎よりもカニとかうなぎなどを求めるわけです、そうい

う風に改めた方が良いのではと思います。 

（議 長） 

 ・今のご指摘のところは、２．①なんですが、ここの文章の意味が「ダム撤去後の

生態系の復元については人為的な手を加えず、自然の治癒力に任せるべきである

が」という事で要望項目の枕詞みたいになっているのですが、ここを具体的にす

るという事なのか、あるいはその後の要望項目の「生き物を蘇らせるために絶滅

危惧の漁種や有害魚種についての具体的な対策について検討されたい」と言う内

容なんですが、具体的な対策の方でそういった事をはっきりと言うべきという事

なのか、枕詞のところを直してもなかなか意味がつながって行かないのかなと思

います。 

（Ａ委員） 

 ・先程も触れましたが、調査と言うのは直接絡むような調査は無いわけです、実際

にやっておられますけれども・・・ そういう意味ではこれはあまりその辺の検

討が無いのかなと思います。 

（議 長） 

 ・具体的にこういう調査をやっていただくべきだと言う要望項目があればそういっ

た要望に整理するという方法もありますし、そもそもダム撤去後の対策のところ

が、撤去後の地域の活性化に理解と支援を求めるという趣旨ですので、ダム撤去

そのものがあるので内水面漁業研究機関を設置しないとならないと、いうふうに

県さんの方でお考えいただけなくて、ダム撤去を契機に地域振興を考えるうえで

こういった事をご理解いただいて、進めていただきたいという要望で前回出して

いるのではないかと思いますので、要望の内容としてここで言うような絶滅危惧

種対策あるいは有害魚種対策をしっかりやってほしいという事だけではなくて、

別の観点で要望すべきだという事であれば、そこをご提案いただければありがた

いんですが。 

（Ａ委員） 

 ・１６年の実施調査の内容が内水面漁業の研究機関の整備という事に絡むような調

査というのは無いのではと思います。 

（議 長） 

 ・次回、１６年度の調査結果を企業局さんからご説明をお聞きする中で、調査項目

として不十分だという点についてはご指摘いただいて、さらに対策との関係で別

の対策が必要だという観点があれば、ご意見いただきましてその上で 終的な文

言を整理していきたいと思いますがよろしいでしょうか。 

（各委員） 

 ・賛成 
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（議 長） 

 ・それでは、調査結果をお聞きして要望内容を精査するというふうにしたいと思い

ます。その他、全体を通じて何かございませんでしょうか。 

（Ｊ委員） 

 ・先程、委員さんからありました撤去後の対策の部分で触れられたらどうかという

事がありましたが、それについてはどう取り扱うつもりでしょうか。 

  消防の水利の事です。 

（議 長） 

 ・消防水利については、先程、どの項目に入れるかは別として消防水利について具

体的な要望を入れましょうという話をさせていただきました。私のイメージとし

ては２回目の協議内容に県道の補修及び水位低下対策というのがございますの

で、この水位低下対策の項目の中に消防水利が確保されるよう、川に近づける様

な対策をお願いしたいといったような事をしたい。その前提条件として、今まで

は河岸から消防水が取れたがそれが取れなくなることによって、消防水の確保が

困難であるという背景を明記した上で、整備をお願いしたいと言う要望項目を追

加したい。水位低下対策という言い方になるのか先程の撤去後の対策になるのか、

表題の文言が全体の要望項目をイメージしにくくなっているので、旧八代市、旧

坂本村で縦割りと横割りみたいになっていて、整理をつけにくい。これから案を

考えますので、もれない様にしたいと思います。 

（Ｂ委員） 

 ・先程、消防水利の話をしたわけですが、その他にいっぱい細かいのがあるもので

すから、こういったことについて何処でお尋ねしたらいいですかと申し上げた、

それも含めて他にもありますので私の方で整理しまして、また発言させていただ

きます。 

（議 長） 

 ・それにつきましては、旧村の要望項目になっていないので別途設けさせていただ

きたいと思います。 

（Ｊ委員） 

 ・こちらでまとめにくい物は相手にもわかりにくいのではないでしょうか、会議の

進め方は今のように進めていただいて、もう少し分かり易いまとめ方ができるよ

うであれば、そのようなやり方にしていただければ、自分たちでしにくい物は相

手に伝えにくいという事でその辺の部分も検討できたらと思います。 

（議 長） 

 ・まとめ方をより分かりやすくするようにとのご指摘ですので、事務局で整理をさ

せていただきます。一つ一つの課題について一通りおさらいをしてご議論いただ

く時間をつくりたいと思っていましたので、全体の要望内容をなぞっていただく

ように進めさせていただきたいと思います。 


