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第６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 10 月 12 日(木) 

         午後 3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 

    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 

    委     員  中村 博生 

    委     員  大滝  健 

    委     員  比企 一雄 

    委     員  須藤 良三（欠席） 

    委     員  木下 東也（代理 萩本 重人） 

    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（欠席） 
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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 主任技師 伊津野 雅宣 

 

（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 

農地整備課 課  長 湯野 勝喜 

     土木建設課 課  長 本村 秀一 

     坂 本 支 所 長 坂本 正治 

坂 本 支 所 総 務 課 長 丸山 平之 

 

３ 資 料 

  ・第６回荒瀬ダム撤去対策検討会議次第 

  ・要望書（案） 

  ・要望内容変更書 

  ・第５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  ７名 

 

６ 会 議 内 容 

（１）開 会 

（２）議 事 

  ①会議録の確認について 

  ②要望書（案）について 

  ③その他 

（４）閉 会 
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７ 発 言 要 旨 

 

①議長挨拶 

 ・本日は多くの方に現地視察に参加いただきありがとうございました。今回は６回

目の撤去対策検討会議となりますが、過去５回、これまで熱心にご議論いただき

ました要望事項についての取りまとめとさせていただきたいと考えております。

つきましては今回、今までの５回の会議で色々いただいたご意見をまとめたつも

りでございますので、内容のご審議をよろしくお願いいたします。 

 

②第５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５回検討会議の会議録をお手元に事前にお配りしてございますし、また、お手

元に配布させていただいておりますので、各委員の皆様方のご発言等について御

確認をいただければと思います。特に発言趣旨等が正確に反映されていないなど

ご指摘がございましたらご発言いただければと思います。何かございますでしょ

うか。 

 

（事務局） 

  （会議録の修正） 

 

（議 長） 

 ・議事録の確認がよろしければ議事に入らしていただきたいと思います。 

  議事の２番目要望書の案についてという事ですが、前回までご議論いただいた形

のものを含めて事務局で案を作らせていただいておりますので、事務局のほうか

ら前回の議論を踏まえた 終の要望案について説明をお願いします。 

 

（事務局） 

 （ 終要望（案）の要望趣旨説明） 

 

（議 長） 

 ・ありがとうございました。要望の趣旨を冒頭につけるという事ですが、要望の趣

旨と言う表現になるか、前文と言う表現になるか、そのあたりは事務的に整理を

したいと思いますが、こう言う事務局からの提案でございますがこれについてお

気づきの点等ございましたらお願いします。 

（Ａ委員） 

 ・中身に書いてあることは理解できるんですが、旧市町村時代に提出されましたそ
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れぞれの要望書の取扱いと申しましょうか、考え方の整理をどのように我々は考

えればいいのかという事を思うんですが、と申しますのはこの会議の中の議論で

明らかになりましたように、ダムを撤去する事によって旧坂本村時代に色々要望

してきた事、意図した事と、八代平野での色んな危惧は相反するものと言います

か、それぞれ違った特徴があると理解するわけです。これが出る事によって我々

が前に出した要望書の取扱いが、撤回するとか埋没してしまうという事であれば、

我々が一番強く要望している球磨川の再生という思想が無くなってしまう。そう

いう事を考えるものですから前に我々が出した要望書と、この要望書の位置付け

はどう捉えるべきでしょうかという質問ですが、わかりましたでしょうか。とい

うのは、ここに書いてある旧市村での議論を継承し新たな視点で検討をしていく

となっているものですから、取り組まれている気もするし、ぜんぜん見直したと

言う考え方もするものですから。そうしますと我々が旧村時代の坂本村の対策検

討委員会で要望の強かった球磨川の再生というのが薄れていく懸念をするわけ

です、元坂本の対策委員として。そういう意味でこの質問をしているのですが。 

（議 長） 

 ・今のご質問について事務局の方で何かコメントできる部分はありますか。 

（事務局） 

 ・大変難しい問題ですが、基本的にこの要望書というのは、県さんに提出する要望

書として取りまとめたものでございますので、今まで出された要望書と多少中身

が変わっているのは今まで５回にわたってご議論いただいた内容でまとめた物

でございます。前回、ご意見がございましたが、今までの旧市村のご議論は継承

しという事ですけども、その精神は引き継いでるという事でございまして、この

文面で表現できていない部分については議事録できちんと取って、議事録で残し

て、市長へも報告するという事が前回も議長の方からあったと思います。文章中

の文言としてはありませんので、県さんに要望する場合に要望書と言う形にはな

っておりませんが、村の時代に議論された事をまったく無くしてしまっていると

いう事では無いと理解しております。そういう意味で「検証し」という事だと思

います。ただ、この会議の中で双方の意見があるものがございますが、一つにま

とめられないものを要望書として出すという事はなかなか難しいわけでござい

ますから、新たな市というスタンスでこの要望書を取りまとめてございますので、

今まで出された要望書はもちろん大事にして検証しながらも、新たな要望書で県

さんにお願いするというスタンスだと思っております。抽象的な言い方でわかり

にくいと思いますが、大事にしているという事はご理解いただきたいと思います。 

（Ａ委員） 

 ・第５回の時に議事録について質問しまして、坂本村から要望した事を埋没しない

ように生かしてほしいと、生かす場を作ってほしいと申し上げたわけですが、そ

ういった事を含めて、改めてまたこの場で質問なり、お願いなり申し上げたわけ
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でございます。 

（議 長） 

 ・はい、わかりました。その他この「要望の趣旨」につきましてご意見、お気づき

の点等ございますでしょうか。 

（各委員） 

 ・結構です。 

（議 長） 

 ・「要望の趣旨」につきましては、内容についてはこの方向で良いと言う意見をい

ただきましたので、これをベースに進めさせていただきたいと思います。 

（議 長） 

 ・つづきまして、「総合的な検討体制の設置について」の項目ですが、前回の 7 つ

の項目を６つの項目に整理してございます。前回のご意見の中で、地域活性化と

いう言葉に思いがあるので、地域活性化という文言を残した方が良いのではとい

うご意見と、地域活性化というとダム撤去に係るもの以外も含めて、幅広く関連

のないものも要望があるかのように受け止められる懸念があるので、地域活性化

という表現じゃないほうが良いんじゃないかというご意見と両論がございまし

た。 終的にはここの部分に盛り込まれる項目を全部入れた上で、その上で表題

が適切かどうかご覧いただいてはいかがかというご意見をいただきましたので、

本日、この案をおつくりしたところでございます。項目の議論としては一番 後

のページになります 8ページ目、「ダム撤去に伴う諸問題について」この項目と、

項目の中身とこの表題との関係で、適切かどうかご判断いただいてご意見をいた

だければと思います。「ダム撤去に伴う諸問題について」の項目及び表題につい

て何かご意見はございますでしょうか。 

（Ｂ委員） 

 ・「藤本発電所及び隧道の跡地利用について」ですが、地元の声をと言う意味で前

回、Ｃ委員からあったと思いますが、合併して八代市になったのだから地元と言

うより八代市としての対応を求めたいという様な発言があったと記憶しており

ますが、ここであえて地元と入れる理由といいましょうか、八代市としての対応

とした方がというところで決着を見たような感じを受けて、思っていたものです

から、あえて地元と入れる趣旨ですが、地元と入れたほうが良いのか、八代市と

しての対応と入れたが良いのか、その辺を疑問に思ったものですから。 

（議 長） 

 ・前回の議論も含めて事務局方でコメントいただけますか。 

（事務局） 

 ・地元と言うのは２つの意味があると思います。県さんへの要望ですので、県と市

の対応からしますと、地元というのは市の全体の声という表現が出来ると思いま

すが、もう一つは地域住民ともうしますか、旧坂本の皆様方がどうしたいのか十
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分聞き、聞いた上で市としての意見となると思うんですが、そういったものを含

めて地元の声と整理したつもりだったわけですが、わかりにくいという事でしょ

うか、確かにＣ委員さんの意見としては市としてきちんと意見を言ってと、ご発

言がございましたが、何か他に表現があればご指導いただければと思いますが。 

（Ｃ委員） 

 ・今、Ｂ委員がおしゃいましたとおりで、私が申し上げましたのは、地元と言うの

は藤本発電所並びに隧道、この地域の方々の意見と踏まえたのが適切だろうと思

います。これでは範囲が限られておりますので、どうしても大きな問題になりま

すと申し上げたとおり、それぞれ専門的な知識をお持ちの方々が沢山おられます

ので、専門的な意見を踏まえて、新八代市としてどう活用するべきか、地元だけ

に依存せずに、市全体の立場で考えたほうが良いじゃないか。こういう事を申し

上げたつもりでございます。 

（議 長） 

 ・はい、その上でこの表現について、「地元の声を聞き」と言うところに違和感が

あるという事であれば、別の案をご提案いただければと思います。もちろんＣ委

員からあったように、直近の地元ではなく市としてしっかり判断をして県さんに

要望をしていかなければならないという事もありますので、あえて地元の声と入

れなくても市として話を聞いた上で、総合的に判断する事ですが、この会議の議

論としてはこの案で市のほうへ出しますが、市として県に要望するときにもっと

具体的なものでないとですね、活用方策を検討してくださいという議論をした上

で、実際に残してくださいというのか、あるいは残さないで下さいというのかは

終判断をした上で、要望したいという事です。 

（Ｄ委員） 

 ・前回の議事録を見てみますと、先ほど事務局とＣ委員さんの言われたとおりの内

容で、そういう含みがあるようですので、私はこれで結構かと思います。 

（Ｂ委員） 

 ・県に出す要望書ですから、この会議の中で消化していれば良いと思います。会議

の中でしっかり、地元と言うのは八代市という位置付けの確認が出来れば良いと

思います。 

（議 長） 

 ・事務局より説明があったように両面の意味があって、市としての判断も含めて県

へ意向を伝えていきたいという事ですので、このような形で進めていきたいと思

います。 

（議 長） 

 ・６番の議論に入りましたので、せっかくですから「ダム撤去に伴う諸問題につい

て」の５項目につきましてお気づきの点がございましたらご意見をいただきたい

と思います。特に５番目は新たに事務局内で検討する中で、要望書の中に盛り込
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みそびれた件として追加させていただいておりますので、これも含めてご意見を

いただければと思いますがいかがでしょうか。 

（議 長） 

 ・よろしいですか。特に５番目の追加の点は先ほど現地で企業局さんからもお話を

伺いましたが、県の方の専門委員会で専門的な検討をいただいていると、ダムを

撤去した後に川の流れがどうなるかといった事のシミュレーション等をしっか

りやっていただいている。ただ、なかなか技術的には難しい問題があるので、あ

らかじめ分かる事ばかりではないという事も伺っておりましたので、こういった

形で撤去後に何らかの影響があった場合も、必要な対策を取っていただけるよう

な事をしっかり要望してまいりたいといった趣旨です。 

（議 長） 

 ・よろしければ次の議論に進めさせていただきますが、要望の趣旨と総合的な検討

体制の設置で要望項目を７項目から６項目にする事についてと、「ダム撤去に伴

う諸問題について」の表題及び中身についてご議論、ご審議いただいたところで

す。 

（議 長） 

 ・つづきまして、１番の利水問題についてでございますが、これについては先ほど

事務局から説明がありましたように、小項目を２つの表題を立てておりましたが、

これを一まとめにしているという点と、表現については、同じ趣旨となっている

点については一つにまとめたという事で、個別の内容については一切変わってお

りませんがいかがでしょうか。 

（議 長） 

 ・今日、現地視察で改めて遥拝堰を土地改良区連合さんにご説明いただいて、皆さ

んにご視察いただいたところでございますが、そのご視察も踏まえた形で何かお

気づきの点があれば、ご指摘いただければと思います。 

（議 長） 

 ・よろしいでしょうか。連合さんもしくは各土地改良区さんの方で何かあれば、今

まで十分にご審議いただいたところでございますけど。よろしいでしょうか。 

（各委員） 

 ・はい。 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。それでは利水問題につきましても、事務局提案の項目を

取りまとめ、表現を整理するという事で進めさせていただきたいと思います。 

つづいて環境問題、資料の４ページ目でございますが、魚族の育成の項目の中で

元案にありました「休漁中の配慮をいただくとともに」と言う表現のところが、

休漁中以外の配慮も含めて期間中の全てを求めていることに対して、「休漁中の

配慮をいただくとともに」と言う表現が、要望の趣旨をわかりにくくしているの
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ではないかという事で、事務局からの修正の提案がございましたが、これについ

てございますでしょうか。 

（議 長） 

 ・個別に一番関係のある、球磨川漁協さん、八代漁協さん気になる点があれば、休

魚中のと言う表現を取って、全般的に工事中の配慮をいただくという事ですが。 

（漁業関係委員） 

 ・ありません。 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。つづいてですが、元案の５）の①にあった、ダム撤去後

の生態系の復元について、絶滅危惧種はいないといった事ですとか、有害魚種の

駆除については県の調査の結果その懸念が消えている事から、要望項目から落と

す事にする提案でございますが、これについてはよろしいでしょうか。 

（Ａ委員） 

 ・川鵜なんですが、生態は良く分からないんですが、渡り鳥と言う話は聞いておる

わけですが、稚鮎を放流した時期あたりが一番川鵜が多い時期なんです。彼らは

貪欲に食べるものですから、この川鵜については懸念がなかったのかどうか、ブ

ルーギルとブラックバスは分かりましたが、川鵜の生態についてはどのように調

査がなされているのでしょうか。球磨川漁協さんからも県あたりには話がいって

いると聞いておりますが、良かったら聞かせていただきたいと思います。 

（事務局） 

 ・鳥は調査に入ってなかったと思います。あくまで魚族の調査だったと思いますが、

企業局さんいかがでしょうか。 

（議 長） 

 ・もともと、この項目が内水面漁業の研究機関の整備充実と言う項目の中に整理さ

れていたんで、魚族を中心に念頭においた表現となっておりましたが、旧坂本村

時代の要望の時にはどう言う整理をしていたんでしょうか。 

（Ａ委員） 

 ・ちょっと記憶にないんですが、入っていなっかたとすれば、鵜の被害が現実的に

は大きいんです。皆さんご存知だと思うんですが、ただ、先ほど申しましたとお

り渡り鳥という事を聞いておりますんですが、ある時期から姿を見せなくなるん

ですが、一番大事な稚鮎の時期に食い荒らされると言う被害があるものですから、

もし入って無ければこれは一つの課題だという事で 

（議 長） 

 ・川鵜が稚鮎を食べるという話と、ダム撤去の話がどう関連付けられるかですが。 

（Ａ委員） 

 ・整理の仕方は理解できないかも知れませんが、有害魚種のバス、ブルーギルが出

てきているものですから、川鵜も有害だという事を申し上げただけなんです。 
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（事務局） 

 ・旧坂本村での要望の中に、内水面漁協の研究機関の充実という項目がございまし

て、その中に絶滅危惧種の魚種、あるいは有害魚種というふうになっておりまし

て、この鵜の問題は出ておりません、内水面漁業というような整理の中でござい

ますので、魚種についての事でなされているというのが現状でございます。 

（Ａ委員） 

 ・それであれば結構でございます。ただ、課題があるという事だけはお話し申し上

げたという事です。 

（議 長） 

 ・それでは環境問題の項目の事務局修正について、他のご意見等はございますでし

ょうか。 

（Ｅ委員） 

 ・利水関係は前のページとわかっているんですが、前のページの利水問題は撤去後

の事だと思っていまして、撤去中の水質の話はこのページの３）の②のあたりか

なと認識しているのですが、ここで濁水処理施設等を設けという話は出ているの

ですが、前のページの取水に影響のないようというふうな言葉を入れていただく

わけにはいかないでしょうか。 

（議 長） 

 ・これについて事務局から何かコメントありますか。 

（事務局） 

 ・すいませんがもう一度よろしいでしょうか。 

（Ｅ委員） 

 ・工事施行にあたってのところで、濁水処理施設を設けとあるんですが、我々は撤

去後も心配は心配ですが、工事中の濁りとかを非常に心配しておりまして、取水

に関することは前のページで述べてあるという事であればそれはそれで良いん

ですが、前のページは撤去後だと思いますので、撤去中のことで取水が心配だと

いう事のニュアンスを入れていただきたいと思っておりまして、３）の②のとこ

ろに取水に影響のないよう、というふうな一言を入れていただければと思うんで

すが。 

（議 長） 

 ・例えば、３ページの利水問題の方で、③の「取水に影響のないよう」の後に工事

期間中も含めてとするかですが。 

（Ｅ委員） 

 ・それでもかまわないと思います、工事後の話はちゃんとおっしゃっていただいて

いるので、工事中もなんですよという事が読み取れれば、取水にかかわる関係者

の皆さんけっこう工事中心配だと思いますので、濁水処理施設があれば良いと言

う問題ではないと思いますので、そういったニュアンスが伝われば良いと思って
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おります。 

（議 長） 

 ・４ページの環境問題の方は、生態系や漁業等にも影響を与えないように出来るだ

け配慮いただくと言う趣旨ですので、４ページに取水に影響がないようにと付け

ると、他の目的が消えてしまうものですから、もし付けるとしたら３ページの利

水問題の方に工事期間中と付ける方が良いと思いますが。 

（Ｅ委員） 

 ・お願いします。 

（議 長） 

 ・今、ご提案のありました３ページ目の利水問題の③番、「取水に影響がないよう

工事期間中も含めた対策について」というふうに付け加える事としたいと思いま

すが、他の利水関係の皆様は今の修正で大丈夫ですか。 

（Ｆ委員） 

 ・３ページの頭の文章に撤去後と入っているので、頭の文章を変えるか、４ページ

に入れるかどちらかだと思います。３ページに入れれば頭の文章を変えないとな

らない。それか、４ページに文言を追加して入れるか。 

（議 長） 

 ・３ページの冒頭に撤去後のとなっておりますので、ここを工事中並びに撤去後と

いうふうに付け加えるかですが。それでは、今ご指摘のありました３ページ目の

冒頭の撤去後にプラスして工事期間中も含めというふうに全体にかかるように

させていただきたいと思いますが、工事期間中に関係のない部分は自動的に含ま

れる事になりますが、関係のある部分は工事期間中にも読めるように「荒瀬ダム

工事期間中及び撤去後の農業用水、工業用水、水道水の取水に影響の及ぼさない

よう、次の項目について対応願いたい」といたしたいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

（Ｇ委員） 

 ・利水のところで、「荒瀬ダム撤去後」という文言が入っているから問題で、文章

を見ていくと農業団体が要望した事は入っております、項目としては。しかし、

撤去後じゃないんです、発電をやめた時です。撤去が何年かかるかわかりません

けども、ダムの機能をなくしたときからがこの要望項目が必要なんです。撤去後

という事にこだわらずに、広がるような文書にしていただきたい。我々が願って

いるのは今言いましたように、水利権が無くなって発電が無くなったとき、ダム

はそのまま残っていてもゲートは開いております。その状態での下の要望なんで

す、ですから撤去後という表現を変えて幅広く出来るように、我々の願いは発電

をやめた時の事です、その後の事ですから撤去は問題ございません。くどいよう

ですが発電の権利がなくなったとき、それが認識できるような文章にしていただ

ければと思います。 
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（議 長） 

 ・今のご提案で、「工事期間中及び撤去後」と言うと断片的ですので、荒瀬ダムの

撤去に伴うというふうにして全般的な表現にするか、あるいはいっそのこと取っ

てしまって、農業用水、工業用水と始まるという事でもよろしいかと思いますけ

れども。 

  この点について、撤去に伴いと幅広く残すのか、あるいはまったく付けないかど

ちらかご意見があれば。 

（各委員） 

 ・荒瀬ダムの撤去に伴うと入れたほうがいいのでは。 

（議 長） 

 ・それでは、「荒瀬ダムの撤去に伴い農業用水、工業用水、水道水の取水に影響の

ないよう」とし、その中に当然、工事中が含まれるという事をこの会議で確認し

た上で、要望項目とさせていただきます。 

（議 長） 

 ・よろしいでしょうか。その他、環境問題について何かございませんでしょうか。 

（各委員） 

 ・なし。 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。それでは次の「堆砂・泥土除去について」ご審議いただ

きたいと思います。修正点は、砂礫についての礫の部分ですが、海に持っていっ

ても覆砂の効果は無いという事で、礫の海の補給を想定しないという事で表現を

砂についてというふうに変えさせていただいておりますが、これについてはいか

がでしょう。八代漁協さん何かございますか。 

（Ｈ委員） 

 ・結構だと思います。礫と砂の定義はどのような物でしょうか。 

（議 長） 

 ・覆砂で使われたのはどのくらいのものだったのでしょうか。 

（Ｈ委員） 

 ・中を見ますと、完全に分けられないところがありますので、１ｃｍ以下で大体い

いんじゃないでしょうか。 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。それでは２）の④番で「ダム下流の土砂除去のうち、特

に」と言う表現を取って、「藤本発電所排水路付近の河川にあっては」という部

分だけにするかという事ですが、これについて何かございますか。 

（Ｈ委員） 

 ・ダム湖内に堆積した泥土の除去については、今現在 3 年か 4 年ぐらいやってらっ

しゃいますが、現在の方法で海の方の漁協としては問題ないです。 



 12

（議 長） 

 ・ありがとうございます。その他、堆砂・泥土除去について何かお気づきの点等ご

ざいませんか。 

（事務局） 

 ・④番の「発電所排水路」と言う表現なんですが、企業局さんに確認したいんです

が、視察での説明の中で、放水路というご説明があったんですが、排水路と言う

表現は坂本村時代の要望書の表現をそのまま使っているんですが、表現としては

どちらが正解なんでしょうか。 

（企業局） 

 ・放水路が正解でございます。 

（議 長） 

 ・放水路に訂正をしていただきたいと思います。 

  それではこの「堆砂・泥土除去について」はよろしいでしょうか。 

（各委員） 

 ・はい。 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。それでは次に進めさせていただきます。「水位低下に伴

う諸問題について」は特段、前回から修正点はございません、前回見ていただい

てご了解いただいたところでございますが、何かお気づきの点がございましたら

お願いします。 

（各委員） 

 ・なし。 

（議 長） 

・ありがとうございます。引き続きまして「代替橋」につきましても、前回まで熱

心にご審議いただきましたが、今回は前回から変えたところはございません。こ

れについても何かお気づきの点がございましたお願いします。 

（Ｆ委員） 

 ・代替橋の問題については、一項目として大きく捕らえていただいて喜んでおる次

第でございますが、先日、坂本支所より３００ｍ上流の護岸が崩落いたしまして、

現在、人と軽車両以外は通行止めと言う事態が起こっておりまして、副市長もす

ぐにおいでいただきまして市長とともに見ていただいて、この代替橋の必要性は

もう絶対だなという事を言っていただきましたので、大変喜ばしい限りであった

訳でございますが、その事も含め、今後の県道の補修工事が、今まで要望を出し

ておりますように水害被害を受けましても冠水しないような県道にという事は、

今回の補修までは難しいというような話を聞いているわけです。という事になれ

ば、またこのような事態が上流に藤坂橋と言うのが発電所のすぐ下流域にござい

ますが、そこまで同じようにいつ壊れてもいいような状況がつづいているわけで
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す、途中までは今回調査があっておるようですが、その事も含めれば、その間に

私も両岸の幾人かの方たちとお話を交えてきたわけです。撤去後という事だった

のが必要性を理解いただいてとなっておりますし、当時の事も話が入っているわ

けでございますが、もう一つ強く強調した文言で出来ないかと思うわけでござい

ます。１）の①で「荒瀬ダム建設時の経緯も考慮し、ダム撤去の期限も迫ってい

る事から」などの文言で、出来る出来ないの問題は別で時期の問題を入れて、工

事が始まれば、上流部で工事はある大型車は通るそのような中で今回のような県

道の不通が起これば、私たちは一体、何処を通って国道に出ればいいんでしょう

か。そういう事を地元の方は相当危惧をされているわけです、その事態は起こら

ないとは言えませんし、だれも補償できませんので、県道の改良が済まないので

あればこの件も含め、そう言う文言を入れていただいて、その後の「架橋建設等

の対策を講じられたい」の前に「早急に」という言葉を入れていただいて、こち

らの意思を伝えていただけないだろうかと思うわけでございます、希望でござい

ますがいかがでしょうか。議長もこないだ 2 つの地区が孤立した状態もご存知で

ございますので、よろしくお願いしたいと思います。 

（議 長） 

 ・Ｆ委員からご意見いただきましたが、「撤去が迫っている事から」と切迫性とい

うのと、早急に架橋建設をという事でもっと迫力を出した表現という事でござい

ます。おっしゃるとおりだと思いますけど、何かこれにつきましてご意見ござい

ましたらお願いします。 

（議 長） 

 ・よろしいでしょうか。皆さんがご異論無ければそういった方向で修正を、より迫

力のある表現に改めたいと思いますがいかがでしょうか。 

（各委員） 

 ・異議なし。 

（議 長） 

 ・さらに、代替橋についてのところで今、ご指摘のあった、まさに災害があって困

っているという趣旨も付け加えられれば入れた上でより切迫性をですね、今、通

行止めになっているがゆえに不便を地域の方は強いられていると思いますので、

早い時期に県に要望書を出せるのであれば、復旧前であればそういった文言も付

け加えて対応したいと思います。 

（議 長） 

 ・事務局の方でご指摘のあった観点を踏まえた案を作って整理をさせていただきた

いと思います。代替橋につきましてその他、お気づきの点ご意見等ございません

でしょうか。 

（各委員） 

 ・ありません。 
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（議 長） 

 ・ありがとうございます。それでは全体の項目について一通りご議論いただきまし

たが、全体を通じて何かさらにお気づきの点等ございますでしょうか。 

（各委員） 

 ・ありません。 

（議 長） 

 ・今、代替橋のご審議いただいた事項についてご理解いただきましたので、事務局

の方でご指摘のあった点の修正を踏まえて対応していきたいと思います。  

（議 長） 

 ・これまで熱心にご議論いただきまして、まとめにご協力いただきまして本当にあ

りがとうございます。また、この機会に特に発言の機会の少なかった皆さんで、

何かご発言がございましたらどうぞ。 

（議 長） 

 ・何かございますか。特に発言の機会があまり無かったＩ・Ｊ両委員なにかござい

ませんか。せっかくですから。 

（Ｉ委員） 

 ・今日私も初めて現地を見せていただいて少しはわかりました。今までは良くわか

らなかったものですから、しかし今日、現地を色々見せていただいてなるほどと

思いました。今後はやはり地元の皆さん方の意見を吸い上げながら、皆さん方と

一緒になって取り組んでいかなければならないと思いましたので、皆さん方のご

協力をよろしくお願いいたします。 

（議 長） 

 ・Ｊ委員もよろしいですか。すいません女性だからというわけではないんですが。 

（Ｊ委員） 

 ・私もこの中流域の住民でございますけれども、先だっての雨で道路が決壊いたし

まして、またこれにダム撤去前でもですね、Ｆ委員もおっしゃいましたけれども、

早く県道の改良、それから藤坂橋付近ですがみんなも心配で、これに大型車が通

れば災害復旧は出来ても先の方が危ないと、大変心配しておりますので、橋の代

替の工事もですが、まずこの道路を早く災害復旧も含めてお願いしたいと思いま

す。以上です。 

（議 長） 

 ・あと、Ｋ委員、あまり発言の機会が無かったかと思いますが、何かございません

でしょうか。 

（Ｋ委員） 

 ・別にありません。 

（Ｃ委員） 

 ・ダム撤去とは直接関わりはございませんけれども、副市長さんが建設担当で一生
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懸命がんばっておられますのであえて申し上げます。先ほどご意見が出ました、

中津道～八代線、今の支所の前の通りでありますけれども、ここから上流約３０

０ｍ地点で道路の崩壊のおそれがあるということで、先だって市長、副市長こぞ

って現場を見ていただいて色々とご活躍いただいているところでございますが、

この道路につきましては、私も現場で申し上げたと思いますが、対岸に合志野と

いう地区がございます、発電所の対岸であります。私の右横に旧坂本村の副議長

がおられます、Ｌ委員さんであられますが、この人は合志野の出身でありますの

で、横に座っておりましてあんまり合志野の事を言うといけませんけれども、建

設省が大々的に護岸工事を進めてきたわけです、かつてどうやらもてておった箇

所が、崩れなかった地区が大きな災害を受けている。とんでもない状況に今はな

っているわけです。したがいまして、崩落までは至っておりませんけれども通行

止めをせざるをえないという、こういう切羽詰った状況にありますので、今後は

ダム撤去に伴いまして河川の流れも大きく変わろうかと思いますが、特に右岸の

支所から藤本発電所間の道路の問題につきましては、建設省あたりと十分ご検討

いただきまして、私はこれは人災だと申し上げてもけっして過言ではなかろうと

思います。何十年何百年もててきた道路が、対岸の合志野地区の護岸改修によっ

てとんでもない状況に追い込まれたという事であります。気にするところはどこ

かという事を十分踏まえながら、八代市として対応していただきたいと、このよ

うにご希望申し上げたいと思います。色々申し上げたい事は沢山ありますけれど

も、今まで建設的なご意見が沢山出ておりますので、あえて申し上げませんけれ

ども、これだけは是非申し上げたいと思いますので、よろしくお取り計らいを願

いたいと思います。 

（議 長） 

 ・今の中津道～八代線のお話でございますが、先ほどＦ委員からもお話がございま

したが、災害後すぐに市長がＭ県議にもご連絡をして、一緒に視察をいただいて、

県の方も迅速に対応いただいております。Ｃ委員からお話のあった合志野の護岸

が影響しているのではないかという懸念もですね、市長と語ろう元気づくりトー

クを坂本で開催した際に、市民の方からご意見が出ていましたので、そう言うご

意見もあるという事を私も伺っておりましたので、国土交通省に聞きまして、護

岸の影響はないかという事を確認いたしました。直接的には護岸の影響は無いと、

いうお話でございまして、それは川の流れで深掘れが生じていて、かつ今年の 7

月の豪雨がここ１０年間に無いような６０００ｔ以上の流れなんです。今まで無

かったような水の量が流れて、流れが変わってきたのと、深掘れしていた事が原

因じゃないかと、言うような趣旨の話がございまして、それは元気づくりトーク

の場でも私のほうからご説明をさせていただきました。ただ、地域の方にご懸念

があることは引き続き国土交通省にしっかり伝えていって、川の管理、それから

県道の整備についても万全を期していただくようにお願いをしていきたいと思
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います。 

（Ｃ委員） 

 ・色々ご心配をいただきありがとうございます。もう一つは代替橋の問題でありま

すが、このことにつきましては 近名称が変わっておりますが、もともと広域基

幹林道としてですね、枠の制限がある中で特例措置でご指定をいただき今、開設

をいたしておりますが、来年には坂本～山江線がつながるわけです、それの青写

真を作りまして、軌道に乗せた時、私が関係をしておりました。その頃の経緯を

振り返ってみますと、広域基幹林道の取り付け口がいまの大門でなければ無かっ

たわけです。ＪＲの関係がございました、藤本発電所とのからみもありました。

大門地区が坂本側の起点となる、山江側の方は水無しが起点になって、両方から

工事を進めてきているわけでございますけれども、これは完成しますと、国道２

１９の代替として十分役割を果たせる、大きな道路であります。いわゆる広域基

幹林道でありますので、他の一般林道とはことが違います。そういう事でこの完

成にはですね、あるいは後の維持管理等につきましても特別なご配慮をお願いし

たいと思いますけれども、そのとき取り付け箇所が、いくつかの悪条件が重なり

まして、大変厳しい状況下にありましてどうしても大門地区に持ってこなければ

ならなかった。手前は、崩壊寸前で今、交通止めになっている所ですけれども、

道路が非常にせもうございます、また、広域基幹林道の入口の手前の方は、集落

が道路にあまり沿い過ぎまして道幅の拡幅の余地が無いという事でございまし

た。それからダムがございますが、ダムは制限トン数が９トンでございます、そ

れからさらにまた荒瀬ダムを渡らずに直接２１９の方に進みますとこれもまた

水門がございまして、水門の上が橋になっておりますので、それも制限がござい

ます。広域基幹林道としては、上流下流を考えますと不適当だと、こう言う厳し

いご質問でありましたけど、林野庁、あるいは県御当局が一生懸命になって努力

をしていただきまして、やっとご採択をいただいて今日に至っておるという事で

ありますが、その時にですね、県と私たちが色々と話し合いをしました中で、道

路は完成を前にして、新たに右岸から左岸の方に、言い換えますと大門から対岸

の荒瀬の方にですね、荒瀬も上と下がありますけれども、下荒瀬の方に橋を考え

なければならんと、これが一つの条件でございました、橋を架ける事によってこ

の広域基幹林道の機能が十分果たせるという事でありましたので、そのような確

約を県御当局と坂本村、県と林野庁の中で話し合いが行われておりました、整理

しますならばその時の記録があるはずであります、そう言う前置きがあってです

ね、現在の広域基幹林道坂本～山江線はスタートしたわけです。新八代市も過去

の坂本村の歴史的な問題も踏まえて取り組んでいただきたい。時期を見て改めて

副市長さんなり、市長さんあたりには私からも具体的に申し上げたいと、このよ

うに思っておりますが、そのようにして県、林野庁で特別にご心配して森林開発

と観光を兼ねた道路でありますので、県も企業局だけにご要望申し上げるだけじ
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ゃなくてですね、５０数年にわたりまして旧坂本村であるいは新八代市にかかわ

るまで御発電をいただいたわけですから、そういう意味もお考えいただいて、こ

の架橋につきましては応分のご理解とご協力を賜りますよう企業局さんの方に

も特にお願いを申し上げたい、このように思います。それから八代市の方からも

ですね、そういう意味で過去の問題が色々ありますので、企業局が中心になって

いただくという事は大変失礼かと思いますけれども、御当局あたりと一刻も早く

代替橋に着工できますようにご心配いただきたいと、このようにご要望申し上げ

ておきます。 

（議 長） 

 ・以前の経緯等についてはまた勉強させていただきたいと思います。その他、全体

としてありませんでしょうか。 

（Ｍ委員） 

 ・今、Ｃ委員からもお話がありまして、Ｆ委員からもＪ委員からもございました、

先般、災害の現場を見に行きましたけれども、副市長は国土交通省から来ておら

れるという事でありますが、災害の査定ですね、財政が厳しい折かもしれません

けれども、今の査定は大変厳しいと言うように聞いております。仮に１００ｍ壊

れたとします、取り付け部分はどうしても弱くなっている、その辺がそれ以上の

ことは出来ないような話をよく聞くんですけども、まさしくここの現場もそうだ

と思いますし、去年の泉にもしかりというふうに思います。その辺を考えれば、

確かに中津道線なんかは冠水をしょっちゅうしますし、今度までは冠水をしない

ように出来ないような話でありますので、そのへんは先を見越して出来ないんだ

ろうかなというふうに、土木部にも話はしますけれども、ダムが撤去となります

と流量的にも流れ的にも変わるかと思いますけれども、今通行止めになっている

上ですね、先ほどＦ委員が言われまして、対岸から見ると本当にいつ壊れてもお

かしくないような状況だと思います。今壊れている所の上流は何十メーターかは

前回の時の災害で復旧している、そこは壊れてないんですけれども確かに見る限

り全部がいつ壊れてもおかしくないような状況だなと思います。やはり坂本の皆

さんからすれば、中津道～八代線の早期開通と言いますか、今難所難所が残って

おりますが、私も県議としてその辺はがんばらないといけないと思っております

が、災害の査定について基準は基準としてあるかと思いますけれども、自治体に

とってはしたくても出来ない状況がほとんどだと思います。その辺を含めて八代

市としても県としてもですね、国に要望なりできないものかなと考えております

ので、今後ともよろしくお願いしたいと思います。 

  企業局の平山課長、松永課長お見えでございますけれども、土木に一番関係しま

すのでこれから要望提出と言う形になるかと思いますので、精一杯がんばってい

きたいと思っておりますのでよろしくお願いいたします。 

（議 長） 
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 ・ありがとうございます。是非、県さんへの要望の際にはご支援を賜りたいと思い

ますので、本日は利水の立場でご出席ではございますが、議会の立場でもご支援

を賜れればと思います。 

（議 長） 

 ・その他、全体について何かご意見ございませんか。よろしければこれで審議を締

めさせていただいて、今後のスケジュールを事務局からご説明いただきたいと思

います。 

（事務局） 

・今後のスケジュールでございますが、今日で取りまとめを終りまして、今日ご意

見いただいた分を修正加えまして、今お手元にお配りいたしましたのはこの会議

から市長への報告と言いますか、提出という形で市長のほうにご報告させていた

だきます。その後、市長の意見を聞きながら市からの要望書という形で県さんの

方に要望したいと思っております。まだ調整を行っておりませんので、時期につ

いては具体的に何月何日だと申し上げられませんが、できれば１１月中には県さ

んの方に要望できればというふうに思っております。今から県さんの方に調整を

お願いしたいと思っております。その後の経過につきましては、また皆様方にも

ご報告申し上げながら今後何かありましたら、またこういった形でお集まりいた

だいて議論いただく場合もあるかもしれませんけれども、そのような形でスケジ

ュールを考えておりますのでよろしくお願いいたします。 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。今、事務局から説明のありましたように、まずはこの検

討会議自体が市長の諮問機関ですので、市長あてにこの要望書及び議事録、今回

こういう議論があったという事を併せて報告という形で提出したいと思ってお

ります。私の方で議長をさせていただいておりますので、恐縮ですが私の名前で

市長宛てに、今のところ私に御一任いただければ、セレモニーは行なわずにと考

えておりますがいかがでしょう。もし皆さんがお集まりになって市長へという事

であれば、別途考えますが。 

御一任いただければ私の方から責任をもって市長にお渡しをして、その上で市

の行政としての判断をしっかりした上で、市として県さん宛てに提出をすると言

う流れを踏ませていただきたいと思います。その中で、行政内部の部局間で調整

するうえで、今回の要望書は全面的に尊重するような形で整理を行いますが、多

少修正等が入る可能性もあるかと思いますが、その点については市の判断でとい

う事で御一任いただければと思いますが、いかがでしょうか。 

（各委員） 

 ・異議なし。 

（議 長） 

 ・ありがとうございます。それでは第１回目から６回にわたりまして、熱心なご審
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議本当にありがとうございました。これからまた本日、要望書の案という形で整

理する事が出来ました。また、議論の中にもございましたように、今回、要望書

をまとめるだけでなく今後、ダム撤去についての取り組みがどういうふうになっ

ていくかというのを、またこの場を通じて状況をご報告させていただきながら、

さらに必要な意見等があれば、また申し述べていくというふうにさせていただき

たいと思っております。 

（議 長） 

 ・本日は熱心なご審議、６回にわたりまして慎重なご審議いただきまして本当にあ

りがとうございました。 

 

 

 

 


