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Abstract 

The anti-Kawabe-dam movements in the harm spheres stopped discussing the validity of the dam pl組

after accepting the compensation. But the anti-Kawabe-dam movements in the benefit spheres could not 

only appeal the invalidity of the dam plan in the public spheres， but also succeeded in organizing the 

farmers' movements and仕lefishermen' s movements， which had the Iegal means to prevent the dam plan. 

And the anti-dam movements tried to form the altemative to the dam plan formed by the technocrats. 
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~ 1 はじめに

公共事業は理にかない，法iこかない，情にかなうJものでな

ければならない.この言葉は，かつて筑後川上流の下室・松原ダム

計画に対して徹底して反対を貫いた室原知幸氏の言葉として，今日

までダム反対運動にかかわる人びとの心に深く刻まれており，ダム

計画に反対するときの三つの基準にもなっている.同時に，この三

つの基準は，単にダム反対の基準にとどまらず，ダム事業者にとっ

ても民主的に事業を推進するためにクリアしなければならない基

準である.ダム事業者は，治水対策の必要，工業・水道・農業用水

の必要，発電の必要などを充足するために，ぜ術的手段を用して(理

にかなう)，法律に従って(法にかなう)，ダム開発を推進・実現す

る場合，水没予定地から追われ致制枕被害をこうむる人びと(r.受

苦圏J)とダム開発によって利益を得る下流域の人びと (r受益圏J)

を創出するとともに(梶田 1988)，その対立を解消し，合意形成

(情にかなう)を図らなければならない(木原 2∞4).テクノク

ラートが，技術的手段を用して社会システムを統合する「システム

統合j と利害調整キ規範を通じて行為主体を統合する「社会統合」

というこつの機能を果たすようになっている現代社会(ハーパーマ

ス 1979)においては，上記の三つの基準を満たすことは，さまざ

まな政鮪頁域で必要とされる.

これまで多くのダム反対運動は，水没予定地である「受苦圏jを

中心として組織化され，外部との十分な提携を形成できずに，絶対

反対から条f射寸賛成へと転換を余儀なくされた.近年になって細川

内ダム(高知県)ぞ噺月ダム(宮城県)のように水没予定地の「受

苦圏」と「受益圏」のダム反対運動が提携してダム計画を~li1tした

事例も見られるようになっている(帯谷 2∞4).また水没予定地

の人びとが，町ぐるみの反対運動を展開しながら，町への補助金を

カットするという県による卑劣な「行政圧迫J(こよってダ、ム反対運

動が分裂させられ下流地域である「受益圏」のダム反対運動との提

携が間に合わなかった苫田ダム反対運動(岡山県)のような事例も

ある(苫田ダム記念鵡諜委員会問7).他方では， ) 11辺)11ダム，

徳山ダム，八ツ場ダムなど，水没予定地である「受苦圏Jでのダム

反対運動が終息したあとで，本来は「受益圏」であるはずの下祈地

域においてダム反対運動が組織される事例も見られる.

したがって，ダム反対運動は，水没予定地である「受苦留Jにお

けるダム反対運動，下流域などの「受益圏」におけるダム反対運動，

さらにその両方が提携しているダム反対運動に区別可能である.本

稿で取り上げる}11辺川ダム反対運動は，本来は「受益圏Jであるは
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ずの下流域におけるダム反対運動として注目を浴びている:とし、う

のも，苫田ダム，徳山ダム，八ツ場ダムのように，水没予定地のダ

ム反対運動が終息してから下瀞出或でダム反対運動が形成された

事例が少なくない中で， J 1胆川では下流地域である「受益圏」にお

けるダム反対運動が，実際にダム本体工事着工を阻止しているから

である. ぜ

また， r受苦圏・受益圏Jモデ、ルは，受苦圏と受益圏の格差を解

消することによって，ブ℃規梯再発における合意形成を目指すモデル

であり，そもそも大規模開発に対する受益圏からの反対運動を想定

していない.なぜ「受益圏」において川辺川ダム反対運動が形成さ

れるのか受益圏j におけるダム反対運動はどのように公的討論

の空間である下公共歯Jにおいてダム計画の妥当性をどのように問

うているのカ検討したい.筆者は，すでに，川辺11ダム計画の水没

予定地である「受苦圏J，五オて村におけるダム反対運動を取り上げ

て， r.受苦圏」のダム反対運動の特質を明らかにしようと試みたこ

とがある(木原 2∞4).本有は，その再編に当たる.

!3 2 河川管理体制の確立

球磨'JIlii1ef或では， 63， 64， 65年と 3年連続して対共水が襲った

ために， 1966年に洪水対策として，球磨川の支流である川辺川流

域の球磨君隅良村をダムサイトとし，同郡Jijfて村の中心部を水没さ

せる治水ダムが計画された.その2年後の 1部 8年に，洪水対策だ

けではなく農業用水の確保・発電などを目的とする多目的ダムとし

てJ11辺J11ダムは計画された.

室原知幸氏が，下茎・松原ダム反対の拠点である「蜂ノ巣城」が

落城した直後に， r.理にかない，法にかない，情にかなうJダム計

画でなければならないと主張したのは川辺川に新しし、ダム計画が

発表される直前の 1部 4年で、あった.室原氏は，その時点、で，ダム

計画の科判句.m術的妥当性(理こかなう)，出句妥当性(法にか

なう)，合意形成ぐ情にかなう)という 3つの基準を提起したわけ

であるが， 64年は，新河川法が制定された年でもある. したがっ

て， J 1阻川ダム計画は，河川|に関する新しし、法制度の下で立案され

たことになる.

「多目的ダム法J(57年)や「新河川法J(64年)で完成する河

川管理体制の特質は2点にまとめられる(田中 1997，御厨 1的 6，

山本 1992，船11ほか 1983).第一に，河川行政を所掌する内務省

(47年解体されて以降は建設省)，水力発電を推進する逓信省(の

ちに通産省)，農業利水を求める農水省との長期にわたる対立が，

建設省による水系一貫のMJII管理の下に一元化された.第二に，河

川管理が知事から建設大臣に移された.

川辺川を含めた球磨j111ま， 1896年(明治29年)に制定されたi日

河川法E寺代iこは，知事が管理してし、たが， 1部 4年に「新河川法」

が制定されたあと， 66年 3月に一報河)11に指定されて，建設大臣

が管理することとなった.この時点で河川管理者である建設大臣

が， fiiTJ 11審議会の意見を聞いて「工事実施基本計画」を策定し，計

画高水流量などの基柏句事項を定め，水系一貫した総針句な河川管

理をできるようになった.球磨)11の河川|改修計画は， 63， 64， 65 

年の水害を契機にして，抜柏句に変更されてし、たが，一報河川指定

の直後， 66年 4月に，その変更を踏まえて，球磨川水系工事実施

基本計画は，既存の市房ダムと新たな川辺川ダ、ムによって洪水調整

をするなどの河川改修計画として策定された(五十年史編集委員会

1988). 

以上のような河川情理の法命i渡を可能にした背景には，ぜ術的・

科学的発展がある.ダム建設技術の発展，流出解析や確率論など水

文学に基礎を置いた河川計画論の発展があってはじめて，多目的ダ

ムによるt同11管理が可能になった(山本 1992). したがって，ダ

ム計画が「理にかなう」か(技術的・科判句妥当性はある的， r法

にかなう」か(法的妥当性はあるか)を問う場合，河川法およびそ

の周辺f卸コ内容と手続きの妥当性，水文学に基づく河11計画論の妥

当性が問われることを意味する.

これに対してダ、ム計画によって創出される「受益圏」と「受苦圏」

の対立を解消し，合意形成を図る(情にかなう)という課題につい

ては受苦圏」の人びとに対する補償とし、う形で解決が模索され

ていたが，激しいダム反対運動に直面して， 73年になって新たに

「水船出射策糊'J措置法J (水特法)が制定された.ダムが建設

される場合，水没予定地の土地ぞ建物に対しては個人補償，公共施

設に対しては公共補償カ2行われてきたさらに，ダ、ム建設によって

著しし、影響を受ける周辺掛或に対しても，影響を緩和するための対

策を講じようとし、うのが，目的である水特法」に基づく問麟卒

決は，ダム計画の科勃句・槻駒妥当性(理にかなう)，湖句妥当

性(法にかなう)を問うことなく r受益圏j と「受苦圏jのあい

だの不公平を解消することによって開閉献を図る軒去で、ある.そ

のために国や県からの財政支援だけではなく， r受益圏」である下

流自治体による一部負担を求めている.川辺川ダム計画の場合， r水

特法Jが制定されたのは，のちに訴訟を起こしてダム計画の妥当性

を問う「五オ司材t没都似雀者協議会」が結成された年でもある.

!3 3 r受苦圏」のダム反対運動

3. 1 ダム計画推進の手続き

「新河川法」の手続きによれば，建設大臣が河川審議会の意見を

聞いて策定した「球磨川水系工事実施基本計画」に基づいて，改修

工事やダム建設が実施される.ダム反対運動との関係でダム建設の

手続きをまとめると特定多目的ダム法J(1957年制定)などに

よれば①ダム調査(刊衛調査と実施計画調膏を踏まえて，②県

議会の同意議決の上で知事が意見を述べる，告建設大臣が「ダム基

本計画」を告示する，笹濯設大臣が「河)11予定地指定」をおこなう，

⑤補償調査や補償交渉をおこなうとともに，付帯工事を実櫨，⑥本

体工事を実施，という!駒芋である.

そして，住民がダム計画の決定に参加できる機会は，①ダム調査，

e精償交渉に限られており，⑤補償交渉の段階では，もはや「条件

闘争jとしての意味しかもちえず，実節句に住民がダム計画に異議

申し立てをする機会は，①ダム調査の段階だけである(帯谷

2∞4・44・46).

したがって，ダム調査を阻止するかどうかは決定的に重要であり，
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苫田ダムや下茎・松原ダムなどの場合は，ダム調査を「実力阻止」

するとし、う戦術が採用された.このダム調査は，法律上は，樹奪者

の同意がなくても土地問法」に基づし、て r事業潤請のための

立ち入り」も可能であり，機動隊を導入してダム調査が実施された

事例もある.②県議会の同意議決も重要な手続きではあるが， r，特
定多目的ダム法」では，とく仁住民や市町村の同意を必要としない.

期擦に苫田ダム計画の場合，水没予定地の奥割Tの町長キ議会も反

対する中で，岡山県議会で同意議決がおこなわれた④「河川予定

地指定jがおこなわれると，水没予定地は河川予定地となり，家の

増改築など一切できなくなるだけではなく，道路の改修や公共施設

の改修も困難になる.

3. 2 五木村の場合

建設省は， 66年 7月に「突然J五オて村の中心部を水没させるダ

ム計画を発表する.そしてすぐさま五オ司、元義会はダム反対を決議し

た五オ三村にとっては突然の発表で、あったが，川辺川ダム計画はす

で、に決まっていた(主司τ村のダム反対運動については，土肥 2005a，

福津2002，植田 2似)4を参照.ダム反矧fKの担金的基盤の違し、に

ついては，木原 2∞4を参照)• 

建設省と熊本県は，ダム計画を発表した後，五オて村に対して村の

振虞詰十画を説明した.五オτ村は，県の計画を「絵に描し、た餅jでし

かないと一蹴したが，のちに五オτ村ダム対策委員会が作成した本羽虫; 

自の「立キオ計画jを要求し，建設省と熊本県がこの要求を受け入れ

るならば協議に応じると条件付賛成に傾く.建設省は，村の要求

に応えるためにも立ち入り調査が必要であると強調し，五オて村では，

「立村計画を進める以上は立ち入り調査を認めるべきだとの意見

が多数を占めるJようになり， 71年に円1I辺川ダム建設に伴う測

量および預!査についての協定書jが五オτ村長と建設省九州地方建設

局長のあいだで交わされた(玉木水没者対策協議会 1991，19・24).

五オ司、γで、は，この「ダム調査についての協定書」をめぐって，事

前に水没者大会で橋容された f建設省が調査をするときには，ダム

対策委員長ならびに関係者に事前時亘知すること」とする文章から，

「関係者jとし、う文言が削除されているとして，問題になってし、る.

この文章だと水没者に通知しなくても，ダム対策委員長である村長

に事前に通知すれば，ダム調査が可能になってしまうとして，下手

地区の 107戸が調査・測量を拒否し，下手地区を中心として「生

活権を守る会jが結成された(五木水没者対策協議会 1991，24).

そして 72年に河川予定地投節主が告知された後， 73年にこのグ、ルー

プから「五オて村地推諸協議会J(地権者協)が結成され， 76年にダ

ム基本計画が告知された後で，し、くつかの訴訟を起こしたひとつ

は，ダム基本計画が告知される前に河川予定樹旨定が告知されたこ

とは生活権が脅かされたとして f河川|予定地指定処分の無効確認請

求」の行政訴訟で，もうひとつは，川辺)1 1ダム計画には公益性がな

いとする「ダム基本計画取り消し請求訴訟Jであった.

と代替地対策の決定を要望していたその内容は，財産権の補償に

とどまらず，精神的補償や生活権の補償も求めるものであった.

実は，戦後多くのダムが建設されたが， r昭和25，26年頃には，

ダムの水没補償は，各起業者によってバラバラに行われていたた

とえばあるダムの水没者洲也のダムに視察に行き，その補償基準を

調べて帰って，自分の関係するダムの交渉に持ち出すと，起業者の

側が返答に詰まることがしばしばあったJ(華山 1969:41).そこで

祷償基準を統一しようとする動きがあった.個人補償の内容として，

一方で、は財産権の補償にとどめる考えがあり，他方では生活補償に

及ぶものまで、あった.最糊切こ， 1962年「公共用地の取得に伴う

損失補償基準要綱jとしてまとまったが，これは「補償の対象を財

産権にしぼった」内容であった(華山 1969;41'52).全似雀者協は，

この「損失補償要綱」を踏まえて，財産権の補償にとどまらず，生

活権の補償，生活再建措置も要求していた山間地に位置する玉木

中Tでは，土地そ家屋などの財麗句価値は大きくなし、し，中世以来ダ

ンナと呼ばれる地主がヨ己配していたので，水没予定地の住民の7害IJ

が悌世人であり，財崩句補償だけでは生活再建が困難であると予想

されたのである.

地措諸協は，ダム調査をめぐる交渉の席で，ダム基本計画よりも

先に生活再建できるような補償内容を獲得することを公共的問題

として提起していた しかし，ダム基本計画が告知されてしまい，

「実難句こ住民がダム計画に異議申し立てる機会Jが閉ざされると

ともに，裁判断とし、う場で再度ダム計画の公益性を問うという手段

をとる.地権者協の元メンバーによると，訴訟を起こした当初は，

一方的にダム計画が進行するのを阻止するつもりだ、ったが，裁判を

進める中で， ) 1阻)1 1ダム計画の公益性について疑いを持つようにな

ったとし、う.言し頓えれば川辺川ダムの科学的・倒的妥当性，

f胡句妥当性に疑問を持つようになり理にかない，法にカなうJ

ダム計画ではないゆえに，同意するぐ情にかなう)ことができない

と考えるようになったという.しかし， ) 11辺)11ダム計画の公益性を

問う場は，法廷に限られて，公共の場で広く麓命されることはあま

りなかった.

3. 4 絶対反対の論理と条件付賛成の論理

水没予定地・五オて村は，村をあげてダ、ム絶対反対だ、ったわけで、は

ない，地権者協がダム絶対反対振で、あるとしたら，水没予定地の住

民の多くは条f相賛成fKで、あった.今でも)1 1辺)1 1ダム計画を受け入

れたのは下流の人びとのための「苦渋の選択」であるという発言を

たびたび闇く.これは，ダム計画の妥当性に疑問をさしはさむこと

なく，その妥当性を前提として， ) 1 1辺川ダム計画の科学的.m術的

妥当性にも，法的妥当性にも疑問をさしはさむことなく，下情にか

なう」ダム計画であることを求めている.これは，ダム計画の条件

付賛成の論理である.このような立場には，昭和40年代後半の五

林ずの:出兄を考えると，①国の政策には最終的に従わざるをえない

だろうとし、うあきらめがあった，宰焼畑農業が衰退してダンナを中

3. 3 補償要求からダム制面批判へ 心とする伝統的な社会秩序が崩壊していたが，ダンナに土臨時が

地権者協のメンバーは，最初からダ、ム絶対反対振であったわけで、 集中していてキザ可での地位向上が望めなかった，②商品経済が樹君

はなく，基材幅が時期尚早であり，基本言十画よりも先に個人補償 浦市への出稼ぎが増えて都市志向が高まってし、た，④そして何よ
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りも 63，64， 65年の水害・山津波のせいで自力では生活再建でき

ないと考えている村氏が少なくなかった，などの背景があると宇醐リ

される.

水没補償基準が建設省とのあいだでまとまり水没予定地の村民

が大量に村外に移転するようになり，絶対反対派だ、った姥持者協も

訴訟を取り下げて剰刺寸賛瑚Rになったが，それでも，個人補償を

優先すべきか，それでも，個人補償優先化，立卒、T計画が優先かをめ

く守って，村には大きな対立が残った.

まとめると，水没予出血である「受苦圏」におけるダム反対運動

の場合，絶対反対派の融運は，ダム計画の科学的・樹附妥当性，

法的妥当性に疑問をさしはさみ， i理にかない，法にかなうjダム

計画ではないゆえに情にかなう」ことがないので，ダム計画自

体に反対し，村の存続を強く求める立場であった.これに対して条

例寸賛成派は，ダム計画の科勃0・t吉伸。妥当性， ~揃妥当性lこ疑

問をさしはさむことなく理にかない，法にかなうJダム計画で

あるかどうかは問うことなく，下済誠のせいで犠牲になるのだから

それに見合うだけの内部こかなうj ような，個人補償，生活再建，

立キナ計画を求めることになる.

~ 4 r受益圏Jのダム反対運動

4. 1 ダム被害の「経験Jと「潜在的受苦圏」

人吉・球磨地方では， i;経験Jに基づいて，ダムが多くの被害を

もたらすとかなり広く信じられてし，t:..球磨)1円滑には，南頼ダム

(53年)，瀬戸石ダム (58年)，そして球磨川上流には市房ダム (60

年)が建設されている.荒瀬ダムキ瀬戸石ダムの貯水域の先端の上

流部で，洪水時に水害が頻発するようになった(福岡

1994:149・144).また，川辺川ダム計画のきっかけになった 65年

に人吉・球磨地方を襲った水害についても，国土交通省が詳細に反

論しているにもかかわらず(国土交通省川辺川工事事務所

2∞1:35・42)，上流にある市房ダムの放水によるものであると広く

信じられている.さらに， 3つのダムの「経験」から，ダムが建設

されると，開11の自然環境が悪化するとも広く信じられている.す

でに 1981年に人吉市民を対象にしたアンケートでも， } 11辺川ダム

計画が「防災のために望ましし、」と回答したのはわずか7.5%であ

り，これに対して， i自然環境カ瀬壊されるので好ましくなし、Jは

13.6%， i漁業・観光資源に影響を及ぼす恐れがある」は 32.7%に

及んでいた(福岡 1鈎4:150-151).

川辺川ダム計画について広く懸念、が相生していたにもかカわら

ず，市民がダム反対運動を車断裁することはなかったが，観光業者，

神業組合，くま川下り会社は人吉市議会ダム調査槻IJ委員会j

(76年設立)， r.球磨川水系ダ、ム間皆様槻l倭員会J(79年)と

ともに，直接の利害関係者として， ) 1陪川ダム建設による水質悪化

を懸念していた.しかし，これらの団体のメンバーのあいだで必ず

しもダム問題に対して意見が一致していたわけではなかった，人吉

市は市街地の河川改修を建設省に陳情していた手前ダム反対を公

言できなかったなどの理由で，ダム絶対反対ではなく，条件付賛成

という立場であった.条(射す賛成であっても，この「条件」を厳し

いものにすれは事実上「反対Jと同じになるとし、う考えであった

が，建設省からはあまり配慮されてこなかった.

4. 2 ダム「推進体制jの完成

73年に制定された「水源地域対策糊哨置法J(水枠制に基づ

いて， 86年 10月に，ダムサイト予定地の相良村のす附誠と玉木

村全域が「水糊蛾指定j を受けて，同年12月「水槻腕鐘備計

画jが決定された.これによって，五オて村は，非水没地域を含めた

整備計画に対しても財政支援を受けることができるようになった.

「水特法」に基づく間関字決はダム計画の科学的・ぜ術的妥当

性(理にかなう)，法的妥当性(法にかなう)を問うことなく， i受

益圏」と「受苦圏」のあいだの不公平を解消することによって問題

解決を図る手法である.そのために国や県からの財政支援だけでは

なく， r受益圏」による一部負担を求めている.) 1旭川ダム計画の

場合， 1988年に結成された下流町制本からなる i}11辺川ダム建設

促進協議会」が水源地域整備計画」の費用を一部負担すること

になる.つまり， 86年に「水源北協鮪定Ji水源え臨樫備計画」が

決まり， iJ 11辺)11ダム建設促進協議会」が結成されたことにより，

はっきりと r，受益圏」と「受苦圏」が線引きされたことになる.

人吉市など下流地域では，川辺川タ守ムによって悪影響があるので

はなし、かと懸念されてし党. i水瀬搬劉請計画Jは，法的にも，

下流地域は「受益圏jであると宣言したことになる.ここに地方に

おけるダム「推進体制J(土肥 2∞5b)が完成した.

4. 3 ダム反対運動の形成

下減誠における川辺)11タ冶反対運動の中心的な組織は， 93年 8

月に設立された「清流球磨)/1・}11辺川を未来に手渡すす必開1市民の

会J(手渡す会)である.この「手渡す会」設立には，いくつかの

契機がある.

ひとつは，地元ローカル線・湯前線の存続を目標とする「くまが

わ対日国J(87年 10月設立)の活動である(生駒 1988剖).湯

前線が第3セクター「くま川銑董」として再生・開業した直後に (89

年 10月1日)， iくまがわ共和国」の「大統劃池井良暢氏は，地

元夕刊紙「人吉新聞Jにり11辺)11ダム計画の再検討を望む」とし、う

手記を発表した (89年 10月24"-'26日). iくまがわ共和国」活動

中も， i} 11辺川ダム計画をなんとか止めなければならなしリという

認識があり，湯前線存続とし、う目標が達成されたので，次は川辺川

ダムの問題を考えたい，とし、う意向があった.池井氏の手記は，こ

うした意向を体現するもので、あった.しかし，すぐには， } 11辺川ダ

ム反対運動は形にならなかった.

2年後の91年8月から 92年7月まで，毎日新聞熊本;版に，福

岡憲正氏による「再考川辺川ダム」とし、う記事が連載されたにの

連載は，加筆されて，例年4月に『国が川を壊す理由』として出

版された) この連載が終わった同じ年， 92年 11月に，野田知佑

氏を代表として，また「くまがわ共和国・ブ調態むの池井良暢氏を

事務局長として全国版 iy前悟お寒川・}11辺}IIを未来に手渡す会」が

設立された.

下流地域では，経験に基づくダム計画への懸念は広く下流地域で
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共有されてし、たが，それだけでは，ダム反対運動の組織化lこは村士

で、はなかった.ダ、ム反対運動形成の要因は，第一に， rくまがわ共

和国Jの遺産を活用することができたことが大きい.第二に，毎日

新聞の連載言己事で、あった.毎日新聞の連載己事は，球磨川・)1阻)11 

流域に住む人びとが f経験Jに基づいて環境明共水などダムの悪影

響について抱いてし、る懸念を全体化・体系化して提示した.これ以

降流域の人びとは，この連載記事を通じて自分たちの「紐験」の

意味を理解することができるようになった.第三に， r) 11辺川ダム

建設促進協議会jが結成されて，人吉市が川辺川ダム建設の「推進

体制」に組み込まれてしまってからは，市議会などと協働して条件

付賛成であろうとダム反対を唱えることが図難になり，担会運動と

してダム反対運動に取り組まざるをえなくなった.J;，t上の3点， 15走

郁蹄哉の存在と活用，認識の転換，地方政f部品程の変化が，ダム反

対運動形成の要因である.

下流地域のダム反対運動は，ダム建設の「受益圏」であると法的

に宣言されているにもかかわらず，ダムが建設されてしまったら，

利益を受けるどころか，悪影響を受けるのではなし、かと考える.下

府出或が，ダ、ムによってダ、ム洪水の危険を増し，環境を悪化させる

など受苦圏」であるとし、う認識へと転換したら，それは 1受益

圏」を創出するはずのダム計画の捌納・科判。妥当性に疑問を突

きつけることを意味する.したがって「受益圏」のダム反対運動は，

下所地域は，ダムの「受益圏jではなく受苦圏」ではなし、かと

いう認識の転換の偲隼を目指すのである(帯谷 2∞4).

~ 5 ダム反対運動の全国的展開

5. 1 新しいダム反対運動

川辺川ダム反対運動が下流地減で繊哉され始めた頃，ダム反対運

動を促進するような動きが同時に現れていた.まず第一に，新しい

ダム反対運動の f手法J(レパートリー)が始まってし、た.高度経

済成長期のω年に構想され， 73年に事業詰君、可された長良川河口堰

に対する漁協の反対が終息した88年に， 1長良)11河口堰に反対する

会」が結成された.この新しし、長良川河口堰反対運動は，著名人を

利用してでも関心を広める「パンダ作戦lやカヌーデモを知子した

り長即日可口堰rJ噛を語る議員の会」を組織してロビーイング

も量見したり，単なる自然保護運動としてではなく f政・官・財癒

着腐敗の象徴」として河口堰建設を問うなど，新しし、「手法jを提

示した(天野 2∞1:86・91). これらの「手法J，こよって水没地

域のダム反対運動から，全国区の市民運動への広がりを持つに至っ

たJ(天野 2001:91). 1政・官・財癒着腐敗jは財政赤字の原因と

結果であるとし、う認識が広まるにつれて，開発による利益よりも，

損害のほうがクローズアップされるようになり， 1受苦圏Jにおけ

る反対運動から「受益圏」の反対運動への転換が起きた.また， 88

年以来毎年， r長良川DAYJとして多くのダム反対運動の関係者を

集めたイベントも開催されており(横山 2∞0)，90年代中頃から

川辺川関係者も参加して，交流を深めるとともに，新しし、「手法」

を学ぶ機会にもなった

92年 11月に全国版「手渡す会」を設立したとき，著名なカヌー

イスト野田氏を代表にしたり，たびたびカヌーデモを企画したりし

たのは，この新ししパ手法Jの影響を受けていると考えられる.

5. 2 中央政界再編

第二に， r清流球磨)11・)11辺川を未来に手渡す流域郡市民の会j

が結成されたのとほ国司じ時期(1993年8月)に，非自国車立政

権である細川政権が成立 (93年8 月 ~94年4月)して，建設大臣

には社会党の五十嵐広三氏が就任した.さらに，短命の羽田政権の

後で，社会党党首を首班とする村上政権が成立し (94 年 6 月 ~96

年 1月)，社会党の野坂浩賢氏が建設大臣になった.保守と革薪が

対立する 155年体制」が終駕することによって，ダム反対運動が

政治にアクセスするには野党しかないとしづ状況が変化した.例

年には「公共事業チェック機構を実現する議員の会j結成などによ

りさらに容易になったアクセスを活用するために，のちに (98年.)，

「東京の会」が設立された.また，野坂建設大臣は，一方では，長

良川河口堰の運用を開始したが，他方では，その直前に円卓会

議」を開催し，さらに「ダム審議会」を設定した円卓会議jに

しても「ダム審議会」にしても，事業の内容を実鄭句に再検討する

倣且みにはなっていなかったが，それでも，すでに走り始めた事業

を舗儲命の対象にする試みで、あった.とくに財政赤字が問題にな

り大規模公共事業の見宜しが求められるようになったことは，公共

事業の妥当性を問う社会運動の追い風になった.

さらに，橋本政権 (96年 1 月 ~98年 7 月)では，相毎草の「時

のアセス」を全固化して公共事業再評価システム」が導入され

た.90年代後半から自民党政権は，景気対策としての公共事業拡

大と緊縮財政政策のあいだを揺れ動いていたが，橋本政権は，緊縮

財政に舵をとり，財政拡大の大本である公共事業にメスを入れるた

めにも「公共事業再評価システム」を導入した.また，公共事業の

あり方が争点のーっとなった2創始年6月の総襲挙で自民党が都市

部で敗北した結果を受けて，自民党は， 233の公共事業中止を発表

した同年 10月に田中康夫氏が長野県知事に当選し，翌年 2001

年2月には「脱ダム宣言jを発表し，ダム計画の根材。見直しの方

針を打ち出した.

人吉で「清瀞求磨川・)11辺)11を未来に手渡す初期3市民の会」が

設立されたとき，球磨)11流域の自治体そ司熊本県など地方政治のレベ

ルでは，ダム十倍隼{持uが完成していたが，ちょうど同じ頃，中央政

治のレベルでは，以上のようにダムをはじめとして大規模公共事業

の見直しを可能とする動きが始まっていた

5. 3 ダム反対運動ネットワークの形成

第三に， Ir動静求磨，)11・)11辺川を未来に手渡す流域郡市民の会」

が結成された同じ年， 1993年 11月に，ダム反対運動の全国的なネ

ットワークとして「水源閣発問題全国連絡会J(1水源連J)が結成

された.ダム反対運動を含めた全国規模の社会運動ネットワークと

して80年代もっとも積極拘にダ、ム反対運動と提携していた「河川|

湖沼と海を守る全国会議jが89年に活動を終息させた後水源連j

は，ダム反対運動サイドからの5齢、求めによって， 93年に設立さ

れた)11辺)11ダム反対運動関係者も創立メンバーとして名前を連ね
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ている(森瀧 2∞3).ダム反対運動に対して専門的な立場から支

援してきた団体としては， 40年以上の歴史を誇る「国土問題研究

所」がある水源連」は， r国土問題研安新」のように，治水問題

についての専門的な支援を実施するとともに，ダム反対運動のネッ

トワークとしても機能している.誕生したばかりの「手控す会jは，

誕生したばかりの「水源種jから支援を受けることが可能であった.

とりわけ， )!1辺川ダムの治水計画について，データを解析するとと

もに，代替案を提示して， ) 11辺)/1ダム計画の樹鮒・科学的妥当性

を撹刑するのに水源連Jの支援は不可欠であった.

~6 JII辺川ダム反対運動の展開

6. 1 住民運動の形成と論理

92年 11月に全国E織として設立された「清流球磨川・)11辺)11を

未来に手渡す会」は再編されて， 93年 8月に，新たに「清掃糖

川.) 1阻川を未来に手渡すマ融榔市民の会Jが新たに設立された.

そのときに集まったのは約40名だ、ったが，翌月に開催した朝時民

大会では約 7∞名を集めた.すぐさま，ビラの配痛など広報活動

に力を入れるとともに， r) 11辺川ダム建設見直し」の署名活動も開

始する(人吉市内で性民の約半数2万人の署名を集める).樹首句

には川辺川ダム計画に対して懸念があるにもかかわらず，公式には

川辺川ダム計画の「受益圏j とされている下流主出或におし、て， )11辺

川ダム計画の技休尚・科学的妥当性に疑問を投げかけて，下流地域

で、あつても「頃受苦圏JででSあるとιし、う認識への転換を図るとともに，

川辺川ダム間題を全国区の問題へと争

榊句旬にこは，人吉市内 10数ヶ所で地区集会を開催したり， r国が)11を

壊す理由』出版記念講演会 (94年6月， 250名)，木関ず長・藤田

恵兵を招いての全国集会例年7月， 1【削名)，初代環境庁長官・

大石武一氏の講演会 (94年 12月， 4∞名)， r週刊金曜日講演会」

(95年 12月， 1300名)など講演会も精力的に開催した.同時に，

f海・山・)/1を守る九州住国軍動交流集会J(94年6月)や「水源

連第6回総会J(99年9月)など九州、i規模や全国規模のイ主民運動大

会を誘致し，地誠を越えて争点化する試みもおこなわれた

「受益圏j下訴前搬におし、てダム反対運動をおこなう場合，最大

の問題は，ダ、ム計画を阻止する1封句手段がないとし、う点にある受

苦習jである水没予定地であれば，現土師綾査を阻止してダム事業の

留子を止めることも法的には可能である.大規模開発を問う住民運

動では，法的手段で対抗しようとする場合，法律上の「当事者Jで

あることが求められるので，困難を伴う.

では， r，受益圏Jである下流域における川辺川ダム反対運動の場

合は，どうであろうか.第一に，上流の水樹出或と下帰白域の双方

を含む川辺川・球磨川流域を対象とする漁業協同組合は，ダム建設

水域にも漁業権を有しているので，漁業権の一審問消滅について漁協

の承季初1なければダム本体の工事をおこなうことができない.下

流地域で、あっても，漁業協同組合がダム反対であれば最終的に漁

業権の強制収用という手段は考えられるにしても，ダム本体工事を

阻上しうるのである.漁業権にっし、ては，他のダム前面の事例でも

共通しており，問題はどのようにして漁協においてダム反対を堅持

しうる州こある.第二に， ) 11辺)/1ダム計画の主要な目的は，洪水対

策と農業用水確保であり，ダム反対運動としては，それぞれの目標

の妥当性を問うわけである.)11辺JIIダム計画の場合，果たして，農

業用水を求める農家がどれだけいるのかが問題となった.もし，農

業用水を求める農家がいなかったら，ダ、ム計画の主要な目的の一つ

がなくなり，全体としてのダム計画の妥当性も失われることになる

カ五らである.

6. 2 r受益圏Jから「受苦圏」へ:農家の離脱

川辺川ダム計画の場合，溜既用水の確保が主要な目的の一つであ

る.高度経済成長期に計画された多目的ダム計画は，港概用水確保

を目的とするものよりも，水道用水や工業用水を確保するものが多

い.) 11辺川ダム計画の場合，蹴磨川上流の北岸の耕地への港瓶用水

供給を目的としている.球磨J11上流の南岸の耕地に対しては，市房

ダム (60年完減〕からすでに濯瓶用水が0場企されているので，北

岸への濯瓶用水供給は長いあいだ求められてし、た 66年にダム計

画が発表されたあとで，港瓶用水確保が目的のーっとして追加され

たのも，地元からの5齢、要望があったからで、ある.

川辺川ダム計画の溜既用水は，農林水産省の国営川辺川総合土地

改良事業と結びついた形で利用されることになっている.土地政良

事業は，農家自身が申請し，国営事業として認可される必要がある

その場合， 3分の2以上の農家が同意する必要がある.国営事業と

いっても受益者負担が求められるので，もし対射出域の3分のl未

満の農家が同意しなくても，計画が承認されたら，土地改良事業に

参加せざるをえなくなる.したがって， 3分の2以上の農家が同意

するかどうか，農家の負担がどの程度になるのかが重要となる.ま

た，主要な部分は「国営川辺川土地改良事業」の対象となっても，

それに関連する部分はり11辺)11総合主血改良事業Jとして県営や団

体営(県営，本惜，組合営)で実施されることになっており，国営

か団体営かとし、う事業主体の違しリこよって農家の負担も違ってく

る情橋却00:6-7).

83年に「国営川辺川土地改良事業j の基本書十画が受理され，翌

年ほぼ 1∞%の農家から同意を得て計画が成立した.しかし， 93 

年に当初計画が実現不可能になったとして，受益面積を縮小する変

更計画が農水大臣によって提出された.この変更計画にも農家の3

分の 2以上の同意が必要とされるが，果たして 3分の 2以上の同

意があったのかどうかが問題になった.

例年 11月対象農家の約 90%から同意を得たとして，変更計画

が成立したが， r公告縦覧」から 2週間のあいだに 1144人が異議

申し立ての手続きをおこなった.異議申し立てをおこなった農家は，

きちんとした説明を受けた上で内容を理解して同意したわけでは

ない，負担をしてまで水を必要としてし唯い，などと訴えたにもか

かわらず，農水省によって棄却された.これに対して96年6月に

農穀W∞人(補助参加者を含めると笈削名以上)がこの異議申

し立て棄却を取り消しを求める訴訟を起こした.2αm年9月熊本

地方裁半l断での半l肢で、は原告敗訴であったが，控訴した福岡高等裁

割問では 2∞3年 5月に原告勝訴の単股となり， 93年の変更計画

は消滅した.裁判の過程で，説明なく同意署名した事例だけではな
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く，誰が署名したのか不明の事例仲死者による書名の事例なども判

明した.

当初治水目的のみだ、った)11辺)11ダム計画が衛既用水確保などの

目的をくわえた多目的ダム計画に変更されたのが68年であるが，

その翌年から減反政策が始まり，今では4苦手lの減反が求められてい

る一方では，水がなくちも営農可能な茶生産など工夫されたり，

ダムからの水を待たずにその地域の水源を利用する農家も少なく

なかったし，他方では，何よりも減反政策や農産牧輸入自由化によ

って農業経営が困難になり，跡取りがいないなど農業環境が悪化し

ていたこれらが，負担をしてまで水はいらないとしづ農家が多か

った背景である.

同時に， ) 11辺川ダム反対運動にとって，手Ij水裁半Ij勝訴の意義は計

り知れないほど大きかった.) 1阻川ダム計画では「受益圏」に属し

ている仕ずの農家が「受苦圏Jに属していることになり，ダム計画

の主要目的の一つが失われたことになる.したがって， ) Ilj却11ダム

計画自体の妥当生が疑問視される事態になったわけである.

また，利水弘司題に誰がどのように取り組んだのかも重要である.

93年に変更計画が明らかになったが，すでに91年の時点、で，毎日

新聞連載記事は，農家が水を求めていないこと，負担が大きし、こと，

きちんと同意が取られていないこと，さらに計画の見直しに着手さ

れることなどを取り上げていた.93年 12月に約20人の農家がり11

辺J11手1]水を考える会jを結成し，学習会や情報発{言をおこなったが，

そこでも，この新関連載記事は影響を与えた.土地改良事業に対す

る疑問を体系的にまとめた連載記事は， ) 11辺)11ダム計画が農家にと

って利益にならないという認識の転換を可能にしたのである.

しかし，農家の運動が効果的なものになるためには，認識の転換

だけでは不イづ士である.例年12月に対象農家の 1似旧名以上が異

議申し立てを行い， 96年 6月には 2(削名以上の農家が，この異

議申し立て却下の取り消しを求める訴訟を起こしている.多くの農

家への働きかけには， f) 11辺)11利水を考える会」が果たした役割も

大きいが， i手渡す会」のメンバーが主也監に農家を訪問，説明して

回ったことも大きな役割を果たした.

地識での原告敗訴の後，原告団と弁護団は， iアタック 2∞1Jと

称して，どのような手続きで同意書が作成されたのかを徹底的に聞

き取りをして検証し，この検証の結果，高裁で原告勝訴に導くこと

ができた.このときも手渡す会jや iJI阻川利水裁判を支援す

る会」など多くの市民が「アタック 2∞1Jに協力したまた， 97 

年から毎年8月に原告団が主催して，多くの人刈にこ

際に見てもらうために「頃現地調査」としい、づう企画も開催されている

し、ザずY汎もも，組織として裁判を支援することの重要性を証明している.

6. 3 r受苦圏」の顕在化:漁民の連需主化

利水裁判が川辺川ダム計画の目的の一つの妥当性をなくすのに

貢献したとしたら，海兵の活動は菊緊にダム本体工事を阻止するこ

とにつながった.漁業協同組合がタ事ム建設予定の漁業耀一部消滅を

承認しなければ，国土交通告、はダム本体工事を始めることができな

い.すでに，本体工事のときに，川の水を迂回して下流に流すため

の仮排水路トンネルは完成 (99年3月)しているにもかかわらず，

漁協の賛成がないので着工できていない.

球磨)11 • ) 11辺川を対象とする内水面漁協は，球磨;)1怖業協同組合

である組合殿句 2側名ト球磨川漁協のメンバーは，球磨川の

上流(市房ダム)と下流傍繍ダムと瀬戸石ダム)にダムが建設さ

れたことによって，漁業が大きfti拶響を受けたことを誰よりも知っ

ており， ) 1阻川ダム計画が発表されて以来，一貫して川辺)11ダム絶

対反対の立場で、あった.しかし，仮排水路トンネルが完成して，本

体工事のために国土交通省が補償交渉を覇青するとともに，球磨;JIJ 

漁協内部で，絶対反対派と話し合い派の対立が顕著になった.99

年2月の総代会(総代数1∞名)では， ij徹す反対の立場」均臨

されたが，翌3月の理事会では，過半数の理事がダム反対派であっ

たが，組合長が絶対反対派から原則反対だが話し合うとしづ組合長

に代わり，絶対反対派と話し合い派が措抗するようになった.2似lO

年9月臨時総代会で「ダム絶対反対jから「条{射す賛成」の方針転

換するとともに，組合長キ哩事会も同じく「条{牛付賛成派」が占め

るようになった.しかし， 2∞1年2月には定伊総代会におし、て漁

業補償契約案を否決Jさらに同年 11月臨時総会でも漁業補償案が

否決された.これに対して国土交通省は， 2∞1年 12月に球磨川漁

協の漁業権に対する強制収用の申講をおこなった

漁業権に対する強制収用の申請は初めてのことであり，それだけ

球磨川漁協が川辺J11ダム計画に対して断固として反対だ、ったこと

を意味する.なぜ，球磨)111漁協はダム反対を貫くことができている

のだろうか.

なによりも，球磨)11の上流と下流に建設されたダ、ムによってダ、ム

の悪影響を学習できたことが大きい.同時に，対署)11の支流に当た

るが球磨川本流よりも流量が多しサ11辺川にはいくつかの堰は建設

されているがダムはなく，そのおカザで，球磨)11祈謁含で獲れる鮎の

価値がとても高く評価されており， ) IJ漁S市にとっては尺鮎jが

獲れる球磨)11・川辺川は大きな誇りだ、ったことも大きい.

ダム反対運動として考える場合，認識の転換と組織力の問題がや

はり大きし¥JIJ漁師にとっての「認識の転換Jは漁業権にっし、て起

こった.漁業権は漁協に属していて，総代会あるいは総会で3分の

2以上の賛成があれば漁業権の一部を放棄し，ダム建設を鶴容する

ことになると広く認識されていたしかしダム反対派は， 99年 8

月ごろから，熊本一規氏を招いて漁業権についての学習会を開始し

た熊本氏によれば，漁業権は漁協に帰属しているのではなく，組

合員一人ひとりに帰属する入会権的性格を持つ.漁業権の齢世轍

の当否はともかくとして，漁業権が漁協ではなく組合員一人ひとり

に帰属するとし、う主張は，組合員一人ひとりが自らをダム反対運動

の担い手として再認識することにつながった.改めて組合員一人ひ

とりがダム反対運動の担い手となり，漁民の運動を下から再構築す

るきっかけになった.

同時に，漁業権についての学習会を各地で開催することによって，

組合員同士のむ引Fつきを強める効果をもたらした漁業権の担い

手としての再認識，組合員同士のつながりの強化，さらに流域住民

の支援も大きな役割を果たした例えは総イも聾挙，総会などのと

きに一人ひとりσ鴻E合員に働きかける活動などは，組合員だけでは

なく，流域住民による強力な支援があった手渡す会Jを中心と
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する組織の存在は，手!体裁判でも，漁協への働きかけでも大きな力

となっている.

漁協がダム建設に同意しなければ，国土あ齢、は)11辺)1¥ダムの本

体工事に着手できない.だからこそ，国土あ齢、は，漁業権の強制

収用を申請した.また，土地改良事業が実現できなくなり，川辺川

ダムの目的の一つが失才オLると，漁業櫓収用の根拠である)11辺)11ダ

ム事業の正当十生が失われてしまい，収用認定が認められない可能性

が高まる.要するに，漁業権と利水事業は， ) 11辺川ダム事業を阻止

しうる湖ゆ訴IJと関車してし、るのである.同時に，済誠住民グ、ル(

プは， r.封切を隈を欠くゆえに，j 1阻jllダム計画が果たして「理にか

なう」かどうかを正面から問わざるをえない.次節では，ダム計画

に単に反対するだけではなく， ) 11辺川ダム計画が「理にかなう」か

どうか，つまりま古術的・科学的妥当性を問い，住民の意思を反映さ

せようとするし、くつカの試みを検証してみたい.

~ 7 河川行政への参加と決定

フ. 1 川辺川ダム事業審議会

村山政権時こ野坂建設大臣借金婦は長良川河口堰の運用を

開始する一方で，公共事業に対する批判の高まりを受けて，全国

11のダム事業の見直し作業の一環として「ダム審議会」の設置を

決めた.95年 5月「川辺川ダム事業審議委員会」の設置が決定さ

れ， 9月に初の会合が開催された.一般住民に対する初めての説明

会もこの時期95年7月に開室されたが，一方的な説明会ではなく，

川辺川ダム事業の目的や内容などを評価する「審議会」も初めての

試みで、あった.いわゆ!阻川ダム事業の妥当性を公式に議論する初

めての場で、あった手渡す会」などダム反対派は，第三者機関に

よる見直しではなく事業者による見直した、，委員の推薦を知事に一

任してしも，医院の大半が事業儲隼の人が占めることになる，とし

て「審議会」設置撤回を要請する一方で，公聴会で意見を表明した.

一清舶に審議会制度は，専門知識の導入利害関係の調整，行政

の民主統制を目的としている.そこでは， CI鵜絵のメンバーを誰

がどのような基準で選ぶのか，笹進議の公開，議事録の作成と公開

など審議会の運営をどうするか， Q渚議結果をどのように扱うか，

が審議会制度の課題になってしも(豊島 2∞3).)/1辺)11ダム審議

会では，a:審議会のメンバーを県知事が選んだ，②原員I}公開となっ

てしもが一般慨恵はできず，熊本県記者クラブのみに公開し，報亘

する場合も発言者の個人名は出さない，議事録も詳細なものではな

く，発言者の氏名はわからない，告渚議結果の扱いlこついてはお墨

付きを与えただ、けなので、問題にならなかった.そして川辺川ダム事

業審議会は，約1年後に「縦鍛演施jが妥当であると答申した.

川辺川ダム計画の妥当性について官」が密室で一方的に決定

するのではなく，審議会という不十分な形式であれ，公朕議論の対

象にせざるをえなかっていた.j 1阻川ダム審議会は，専門由気器禽と

いう点からも，住民参加という点からも著しく不寸づ示なものであっ

たしかし，この不十分な審議会のせいで，かえって，公的議懸命を

求める声が高まった.これをきっかけにして， 96年 8月に，熊本

市において熊本全体をカバーする「子守唄の里・五木を育む清流・

川辺川を守る県民の会J (r県民の会J)が設立された.

7. 2 住民投票

99年12月徳島市において建設省による「吉野川可動堰建設計画」

をめぐる住民投票が実施されて，投票者の約90%，有権者の約50%

が「言十画」反対の意思表示をおこなった.地跡ことって重要なことに

ついて住民自身の意志を表明する手段として，住民投票が注目を浴

びていたが，従来は，米軍基地産業廃棄物船鴻，原子力発電所

などし、わば「迷惑施設Jを対象にしたものだ、った. fPJ恵堰J計画と

し、う大規模公共事業を対象とする初めての住民投票であった.

一般的に言うと，住民の意思と議会の意思が対立しているときに

住民投票を求める動きが住民のあいだに生まれる.しかし，住民投

票を実施するために必要な「住民投票条例jは，住民と対立してし、

る議会における可決を必要とする.住民投票条例制定の菌張請求を

実現しても，議会で否決される場合がほとんどである (2002年 7

月までの事例では， 7.2%にすぎない，上回 2∞3:24).住民投票条

例制定の直接誇求が成立するか，市議会で条例案が可決されるかど

うか，さらに住民投票においてダム計画反対が過半4汝を占めること

がで、きるか，などハードルはかなり高いのである.こうした理由で

「手渡す会Jなどダム反対運動のメンバーは，住民投票については検

討すらしていなかった したがって， 2∞1年に人吉市で住民投票

を求める運動が始まったときに手渡す会Jなどダム反対運動の主

要なメンノミーにとって寝耳に水で、あった.

住民投票運動を始めたのは，それまでダム反対を公言していなか

った保守系市議会議員を中心とするメンバーであった.この市議会

議員によると，住民投票実施するための最大の難関である市議会で

の可決の見通しがあったからこそ，住民投票運動を始めたとし、う.

というのは， 2001年3月に人吉市議会は，賛成 11，反対 10とい

う1票差で環境アセスメントを求める意見書を可決していたこの

11名カ1住民投票条例案にも賛成するという見通しの下に住民投票

運動を始めたという r住民投票を求める会」は，住民投票がダム

反対でも賛成でもなく住民が自分たちの意思を表明する機会と手

段になると位置づけ，さらに，医師や文化人など蝉脱望家に呼び

かけ人になってもらうことによって手渡す会j とは重ならない

住民層も住民投票に参加させようと極策した.

実質的にはダム反対派の「手渡す会Jのメンノくーがフル回転する

ことによって，人吉市民の有権者の 48.5%(14635名)の署名を

集めたが， 2，∞1年 9月の人吉市議会では， 2名の市議会議員がダ

ム宇飴隼に寝返ったために，環境アセスメントを求める意見書とは反

対に， 1票差で否決された.

住民投票運動は，有権者の約半数の署名を集めて，市民の多くが

ダム計画を懸念していることを内外に示した.しかし，住民投票と

いう手続きは，条例が否決され柱民投票が実現しなかったこともあ

り，ダム計画のどのような内容に対する懸念なのか，ダムに変わる

治水案はあるのかなど諦命を深めることはで、きなかった.また，川

辺川ダム計画の技術的・科学的妥当性を含めて疑問を提示し，代替

案まで提出してし、た「手渡す会jとは異なるグノレープiこよって住民

投票が提起されたことも，議命が深まらなかった原因で、ある.
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7. 3 住民討論集会

2倒防年4月，福島譲二県知事の死去に伴う知事選挙で福島知事

の下で面朕日事を務めていた潮谷義子氏が当選した.潮谷知事は，福

島知事の下で高牧臼事を務め，しかも自民党と公明党の支持を受けて

当選したにもかかわらず，当選翌日の奇諸会見で.} 11辺川ダム計画

に環境アセスメントが必要Fあると表明するなど.)1阻川ダム計画

を強力に推進してきた福島知事とは考え方が官財少に異なってし、た.

2∞1年 12月 3日，潮谷知事は，県民を対象にして賛否両派に

よる公開討論会を開催すると表明した同月 9日，熊本県主催で「川

辺川ダムを考える住民ブ議会Jが開催された.2∞2年2月に開催

された第2回目からは国土克直径、主催，熊本県コーディネートで名

称も叩悶|げムを考える住聞論集会jと変更し，第9回(2∞3

年 12月)まで開催されている.

潮谷知事が公開討論会開催を決断した背景にはし、くつかの出来

事がある.第一に.11月 5日に.}I阻川ダム計画に反対する民間

研究グループ r)11辺|師究会」は，県庁で記者会見を聞き. w球磨

J 11の治水とJ11辺)11ダム』を公表し，なによりも国土交通省のデータ

と考え方に基づいても.J 11辺川ダムl北要ではなく，部分的な堤I方

のかさ上げで村主であると発表した.これは，ダム計画の技術的・

科勃ワ妥当性に疑問を突きつけたことになる.第二に， 11月28日，

球磨川漁協の臨時総会で漁業補償案が否決された.2月の総代会に

おける否決に続いて二度も否決されたことになる.第三に，人吉市

と坂材すで，議会では1票差で否決されたとは言え，住民投票を求

めるかなりの署名が集まった.これらは，ダムを推進する市町中村T

政と住民の意思が司輔していることを示している(土肥 2001b).

この世間論集会Jは，熊本県の「総合調整包のもと，国土交

通省と夕、、ム反対派側の専門家によりおこなわれる公開討論である.

当日インターネットによる生中継もおこなわれ，民間腕き局は，深

夜の時間帯を利用して「住賠持金集会Jの模様を録画で放送してし、

るまた完全な議事隷が作成・公開されている.公開↑生という点で

はこれ以上なし、ほどであり， J 11辺川ダム問題が「公共圏」における

議命に付されたことを意味する.潮谷知事は国に説明責任があ

るjと発言する一方で，熊本県としての県民への説明責任を果たす

方法として公開討論を提唱・新子したが，問題は，この言罫i齢論の結論

を3誰佐伽カが2どのような基準で

判断するにしろ，県民カが王洋半判リ嚇隣断庁するにしろ， どのようにして判断する

のか.しばしばマスコミは「鞘T線に終わったjと職草してしもが，

これは，誰がどのような基準で判断するのか明確になっていないこ

とを示している.

熊本県は，国土交通省、とダム反対派fJl!府関者による森林保水力の

共同調査を実施しているように， J 1¥辺川ダム計画の技術的・科学的

妥当性を判断基準と考えている.しかし，科学的合理性は，特殊な

仮説の上で妥当性を求められるにすぎず，森林の保水力にしろ，環

境への影響にしろ，科学的合理性の範囲を超えて暖味さが残る.実

際にダム計画が，ぜ術的・科学的妥当生が暖味なまま作成せざるを

えないならば住民の意思などを基準にした社会的妥当性を基準に

せざるのではないだろう(藤垣 2∞3). 

7. 4 新利水計画の策定

2∞3年5月にいわゆる利水裁判におし、て原告側が勝訴し， 93年

利水計画変更の無効が確定した.農水省は，新たに利水計画を策定

せざるを得なくなった.農家の合意が得られるように，農民自身が

手IJ水計直棟定に参加することが求められると同時に，手同t原告団や

利水弁護団は， )1阻)1/ダムからの瀧瓶用水を利用しないで内浦l水

計画の策定を求めた.熊本県としては，農水省の責任において，国

営の事業として利水事業が諸子されることを強く求めた.

そして，新聞l水計画策定は，国，県，市町キ1が一体となって取り

組む，県が総合調整の役割を担う，原告団農家も同席する，ダムに

よる水源に限らないで他の水源可能性も調査する，対象農家約

甜∞戸の意向を把握する，対象農家を細かい地区に分けて!撒意

見弘明会を開催する，国土交通省もオブザーバーとして参加する，

などの基本方針の下で進められてし、る.実際には事前協議会」

において意見交換会の進め方を打ち合わせし， 5回にわたって細か

い地区ごとに意見交換会を開雀したり，水源について現土箇昨査をし

たり，支橡農家却∞戸に対して3回にわたりアンケート調査を実

施したりして，新iflJ水計画の策定を目指している

行政だけではなく，当事者が参加して，農家に対して寸づ士な情報

を提供したうえで，農家の意向を托握し，完全に公開した形で，利

水計画が策定されつつある.最終的には，潜使用水を必要とするか

どうか，必要とすると回答した農家には，ダムを水源とする利水案

とダムを水源としなし、利水案のいずれ希望するか，アンケート調査

をおこなって，最終的な新利水計画が策定されることになっている.

熊本県(企画振興部川辺J11ダム総合対策動は，新IJ水計画策定

では住民支論集会」と同様に「総合調望むの役割を担ってし、る

が，違し、も明らかである. r住賠論集会」は，国土あ亘省とダム

反対派の討論集会となっているが，新1]水計画策定では，複数案を

作成し，対象農家自身が選択した上で最終的な利水案の策定を目指

している.土地改良事業と多目的ダム計画における県の権限の違い

もあるが，なによりも，川辺川ダム計画の場合，熊本県が担ってい

る役割は， r治水計画策定j の「総合調整包ではなく討論集会J

の「総合調整jでしかないゆえに，限られたものになっている.

~8 おわりに

「受苦圏」の五オて村におけるJ11辺J11ダム反対運動は，法的妥当性

を裁判で問うことを通して， r公共圏jにおいてダム計画の技術的・

科学的妥当性，公共性を問うたが，村外への急激な人口流失に直面

して，裁判を取り下げざるを得なくなった.それ以後は，川辺川ダ

ム計画の妥当性は r公共圏」で論議されることはなくなり，ダム

問題は「脱公共似(田中 2∞1)された r.受益圏Jである下祈却

においては，過去のダム建設に基づく「経験Jから，川辺川ダム計

画への懸念が潜在的に相生してし、たが， r公共圏jにおいて謡命さ

れることは少なかった.70年代から 80年代にかけて，関車諸国体

や人吉市議会で部分的に議論されたが，地域住民の中では積極的に

取り上げられることはなかった.
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地方政治におけるダム「推進体制j (土肥 2∞5b)カ瀧立すると

ともに，それへの反発として住民自身による川辺J11ダム反対運動が

形成されて，署名字講演会などさまざまな方法で， r公共圏jにお

ける議論の対象となった.同時期，長良川河口堰反対運動などが高

まるとともに中央jにおいては公共事業「推進体制Jが揺らぎ

始める.J 1昭J1/ダム反対運動は， r中央jにおける公共事業「推進

体制」のゆらぎを最大限に利用して， r地域公共圏」にとどまらず，

全国規模でも議論の対象にすることに成功してきた

「受益圏j における川辺川ダム反対運動は， r水源連」などの専

門家の支援を受けながら公共圏」において川辺川ダム計画の技

怖か科学的妥当性に疑問を投げかけ，代替治水案も作成している.

f受益圏」におけるダム反対運動は，一般的に，ダム計画の妥当性

を問うことはできても，ダム計画の進行を実難句こ~lìJtする手段は

少ない)1阻川ダム反対運動の場合は，漁民と農家を積極的に支援

することによって，ダム計画の宇飴隼に歯止めをかけることに成功し

ている.) 1/辺川に漁業権を有する漁民がダムに反対しているかぎり，

本体工事は着工できない.また，利水事業に反対する農家の活動は

川辺川ダ、ムの目的のーっそのものを喪失させた.ダムの目的が失わ

れると，漁業権に対する強制収用が不可能になるばかりではなく，

ダム事業の正当性が失われる.また)1/辺)1/ダム反対運動は，熊本県

の総合調整のもとでダム言酒の技体尚・科学的妥当性をめぐって国

土交通省と公開手j論を実施しているが，今後，改めて住民自身が参

加して球磨)1¥・川辺川をどのように管理していくのか，どのように

治水計画の策定と決定を実施していくのか間われる.

本稿では r受益圏Jにおける川辺川ダム反対運動が，どのよう

にしてダム計画を~Jl止しえているのか，どのようにして「公共圏J

における議論を活性化してきたのかを概観したが住賠サ論集会」

における実欝句な議論内容を検証し，住民参加型の治水計画策定が

どのようにして可能なのかを展望する作業には着手しえていない.

別稿における課題としたい.
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