﹁時のアセス﹂で中止が決まった

えてきた市民たちの運動が実り︑本格的に代替策を議論

函館・松の再評価
滝川康治
よロ意形成なきダムは﹁建設せず﹂へ
⑨lil‑‑

然環境の保全を求める市民の声や︑代替性の可能性があ

い状況は認められなくなった︒また治水面について︑自

れて︑水源磁保のためのダム建設を急がなければならな

給水人口の見直しなどの必要がある︑との考え方が示さ

経緯から)公共事業などの推進にあたって︑住民の合意

は積極的な情報提供に努めた︒堀知事をして︑﹁(一連の

み重ねられた︒市民には不満の声があったものの︑行政

業の計画段階で白紙に戻して議論する﹂という試みが積

の場をつうじて︑市民と行政︑市民同士の聞で﹁公共事

一年あまりの再評価作業のなかでは 意見交換会など

していく基盤ができたのである︒

ることなどを踏まえて︑治水計画全体の見直しが必要と
いうことを︑私としては改めて認識をさせていただきま

形成に努めながら取り組むことが何よりも大切であると

﹁函館市からは︑人口動態が減少傾向にあるなかで︑

なったことから︑これら利水・治水の両面を総合的に判

は合意形成なき道の公共事業は前に進まない︑という貴

と言わしめたことの意味するものは大きい︒これから

した﹂(鶴時会見でて

断し︑道として松倉ダムの建設は取り止めることとした﹂
九八年一 O月三O日に行なわれた堀達也北海道知事の

重な先例をつくったからである︒

臨時記者会見︒長期間にわたって停滞したり︑停滞する
の対象事業になっていた函館市の松倉ダムについて︑正
﹁市民の治水と利水に対する意識の変革と︑施策に対

恐れのある道の公共事業を見直す︑﹁時のアセスメント﹂
式に﹁建設中止﹂の結論が下った︒ダム建設に疑問を唱

制判
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りの清流として知られ︑源流部には﹁アヤメ谷地﹂と呼
レなどの河畔林が茂り︑急峻な地形に滝も多い(佐々木

ばれる湿原地帯︑ダム湖予定地の一帯にはブナやハルニ
聡﹁松倉川￨￨函館の財産そしてダム﹂本誌九七年九月

の立案が可能になった点で評価できる﹂
ダム計画に疑問を投げかけてきた︑松倉川を考える会
号グラビア参照)︒

する覚倍を喚起する点︑それを出発点として具体的施策

結論を評価し︑これからの議論の深まりに期待する︒

代表の中尾繁さん(北大水産学部教授)は︑道が出した

市民の前に松倉ダム計画が姿を現すのは九二年末︑次
年度の道開発予算に実施計画調査費(建設を前提にした

﹁今回は再評価にとどまり︑治水や利水の議論にまで
届かなかった︒しかし︑市民との議論をきちんとやる︑

本格調査の費用)が計上されたーーという新聞報道が初
松倉川の上流部をせき止めて︑高さ七二メートル︑堤

めて︒﹁寝耳に水﹂の市民がほとんどだった︒
頂の長さ三0 0メートル︑総貯水量一二O O万トンの重

というのは従来なかったこと︒一 OO%でないにせよ︑
セス﹂の陣頭指僚にあたってきた道総合企画部政策室の

力式コンクリートダムを建設するーーというもので︑総

今後につながるものがあった﹂と総括するのは ﹁時のア

てをABCの三段階に自己評価して優先度を決める﹁政

調節﹂﹁一日当たり二万トンの水道用水の確保﹂の二つ︒

事業費は二O O億円とされた︒主な目的は﹁流域の洪水

伊東和紀参事︒道は本年度︑三OOOを超す道の事業すべ

ムなどの再評価の経験を活かしたい︑と意欲を見せる︒

内部で検討していた︒八二年から松倉川の水量調査を続

﹁将来の水需要の伸びを見込んで︑新たな水源を市の

が練られていた︒

当初は︑九六年度から九カ年で工事を進める︑との計画

策アセスメント﹂を導入しており︑この新施策に松倉ダ
﹁合意形成﹂や﹁公共事業の見直し﹂の実験場になっ
た感がある松倉ダムの再評価︒好余曲折のあった経緯を
振り返りながら︑市民と行政の関係や︑新たな公共事業
のあり方を考えてみたい︒

けていたが︑九O年ころ道からダム計画の話があり︑両

が多いが︑松倉ダムもまた︑函館市民に説明がなされず

ダムの予備調査は住民の知らぬうちに行なわれること

ll111{行政を動かした函館市民の運動
⑨I
人口三O 万人の函館市の東部を南北に貫いて流れる松
倉川は︑袴腰山(標高一一 O八メートル)に端を発し︑

に計画が進んでいたのである︒

うな話なので︑市民には説明しなかった﹂(市水道局)

湯の川や鮫川などの支流を合わせて津軽海峡に注ぐ︑全

者の問で話を煮詰めてきた︒予備調査の段階では夢のよ

長二三・六キロの二級河川である︒北海道南部でも指折

ター︒自治体"雌"ネットワーク会

たきがわ・こうじ
一九五四年北海道生まれ a和光大
学人文学郎中退︒地方紙記者︑敵
山国業などを経て︑現住フリ l ライ
員︒若者﹃幌延￨￨絞のゴミ捨て
場を矩一合する﹄(技術と人間三

函館市内を南北に貫く松倉川の清
流(ダム予定地の近くで)

市民委員一五人と行政が話し合っ
た意見交換会(九八年八月)
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証作業に着手︒そして九五年春︑両団体が中心になって

の岡団体は︑直ちに行政に質問状を出し︑計圏内容の検

起こる︒南北海道自然保護協会と街づくり函館市民会議

報道でダム計画を知った市民たちからは︑疑問の声が

ちの問いかけは︑少しずつ行政を動かしていく︒

論議も活発化する︑という時代の流れもあった︒市民た

の公共事業のあり方を問う機運が高まり︑ダムの見直し

道内外に知られるようになっていく︒全国的にも従来型

運動の中心になっていく︒川の調査や探検︑写真展や函

﹁流域の自然保護﹂﹁ダム計画の検証﹂などで︑その後の

評価していくシステムである︒

を当て︑時代の変化を踏まえて︑当初の役割や効果を再

なう公共事業などに対して︑﹁時﹂という客観的な物差し

九七年早々にスタートした﹁時のアセス﹂は︑道が行

試行錯誤を繰り返した再評価の歩み

館土木現業所(道建設部の出先)・市水道局の担当者を
①施策が長期間にわたり停滞している

﹁考える会﹂の活動の基本は﹁松倉川の生態系の解明﹂

広く市民に呼びかけ︑松倉川を考える会が発足する︒

招いたフォーラムの開催などの地道な活動をつうじて︑

この三要件のいずれかに該当するものから同年七月︑

り︑今後も長期間にわたって停滞するおそれがある

③施策の円滑な推進に課題(反対運動など)を抱えてお

場合の効果が低下している

②時の経過のなかで経済・社会状況が変化し︑実施した

ダムへの疑問と松倉川の魅力を市民に伝えていった︒
会員には自然を愛する人たちが多いが︑同会は世間で
よく言われるような自然保護団体ではない︒代表の中尾
さんが︑こんな解説をしてくれた︒
﹁仲間で議論を始めたとき︑﹃自然保護かダムか?﹄と

松倉ダムの選定理由は③であり︑事態が泥沼化する前

まず士幌高原道路や松倉ダムなど六事業が対象事業に選

いった形で対立する運動ではいけない︑と話し合った︒

に点検しようとする積極的な判断だった・選ばれた時点

ばれた(その後︑三事業が追加される)︒

での二者択一の発想ではなく︑﹃ダム建設で効果があるか

がらやる方法があるでしょう︒(活動のなかでは)いまま
どうか?﹄と問いかけるようにしてきた︒私たち自身も
で計画はいったん白紙に戻る︒ダム事業の全国的な総点

本当にダムに効果があるなら︑自然と折り合いをつけな

すごく勉強させてもらったし︑勇気を出して発言するこ
検を進めていた建設省も︑松倉ダムを﹁休止﹂扱いにし

ダム以外の治水対策を求める声が目立った︒

は給水量の根拠となる将来の人口想定に対する疑問や︑

ダム建設に期待する声が多かったものの︑ほかの会場で

た︒議事録を読んでみると︑松倉川沿いの一部町内会で

会場で持たれ︑合計一五O人(傍聴者を含む)が参加し

かしたのである︒

た︒ダム建設を疑問視する市民たちの動きが︑行政を動

との大事さが分かった﹂
九六年夏︑松倉ダムをテl マにしたNHKテレビの報
道番組が放映されて︑ダムの問題点や市民たちの運動が

このころ︑行政側の受け止め方には温度差があった︒
﹁市民と行政が議論し︑ひとつの結論を導きだすこと
で︑時のアセスのモデルケースにできないか﹂
と期待を寄せていた道政策室︒対象事業に選ばれたこ
とに鵠路しながら︑市民対象の説明会の持ち方などを模

五回にわたって開かれた︒委員のうち一一人を団体から

二月からは︑市民委員一五人による﹁意見交換会﹂が

に反発しつつ︑あきらめムlドが見え隠れした市水道局︒

索した道建設部河川課や函館土現︒再評価を行なうこと

の推薦とする一方で︑公募枠で四人(男女各二人)を配

一一一一一 9
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それぞれの思惑をはらんだアセス入りであった︒

したことも︑行政の新たな試みだった︒委員と行政聞の
やり取りのほか︑森林水文学や自然環境の専門家二人に

﹁意見を聴く﹂作業は同年一一月︑市内三会場で開い
た市民説明会で始まった(図﹁再評価の流れ﹂を参照)︒

よる説明︑現地視察も実施している︒

ダム建設による下流への影響などの予測資料が示され

を取材してみた︒

わたしは︑八月上旬に聞かれた意見交換会(展終回)

が︑道が説明会の資料として用意した治水対策案をめぐ
り︑行政内部の温度差が表面化する︒
建設部が示した対策案は︑松倉川の河道拡幅や遊水池

なかったことに︑漁業団体の委員が語気を強めて迫る場

づくり︑分水路と放水路の組み合わせなど七つ︒このな
かには︑﹁分水路プラス松倉ダム縮小案がもっとも妥当﹂

﹁関係者の寛大な処置をお願いしたい﹂といった発言が相

面もあったが︑行政側からは﹁これから調査をしたい﹂
次ぐ︒委員の聞からは﹁このままでは消化不良で終わる﹂

﹁再評価する前に︑道が価値判断を下すのはおかしい︒こ

と︑中身の濃い議論を求める声が上がった︒

との記述があった︒説明会直前にこの事実が報道されて︑

の声が上がった︒

れでは﹃最初にダムありき﹄ではないか﹂などと︑批判

六年の想定人口三二万人(現在は二九万人強ごについて︑

席上︑市水道局はダム推進の理由にしてきた﹁二O 一
見直しの意向を示した︒市民の聞から﹁人口想定は過大﹂

結局︑政策室の判断で﹁妥当﹂の記述を削除した資料
が配布される︒技術者集団と政策担当部署との捉え方の

ったものだ︒

との批判が相次いだことから︑最終局面で軌道修正を図

違いが浮き彫りになった出来事だった・
九八年になると︑市内四六町内会の会長や松倉川を考
える会︑同川流域の住民を対象にした意見交換の場が六

‑
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治水対策のあり方などについて︑委員たちが意見を述
リードする人︑あまり発言しない人・・とさまざま︒委員
換会の席でダム賛成の声はほとんど聞かれなかったが︑

必要性とその手法について︑意見書を道に提出した︒交

意見交換会の委員たちは終了後︑治水や水需給対策の

いくのだろう︒

の聞に物事の捉え方の落差も大きい︒積極的なダム推進
る奇妙な結果になった︒

文書になると︑賛成意見と慎重論︑反対意見が相半ばす

べあったが︑細かなデlタをもとに説明する入︑議論を

るべきだ﹂といった意見が多い︒道側は展後に説明不足

れを印象づける答弁︒が︑一 O 月初めの道への意見書で

市議会で﹁ダム計画の見直しが必要﹂と事実上凍結の流

函館市も土壇場で迷走する︒木戸浦隆一市長は九月の

論はほとんどなく︑﹁当面の治水・利水対策の議論を続け
を詫びて︑﹁時のアセス﹂とは別に議論の機会を設けるこ
議論の素材は出そろったものの︑市民の合意形成には

とを約束していた︒
は︑それまで本格的な論議のなかった﹁近隣町を含めた
に固執する段後の抵抗を試みた︒これは市民やマスコミ

広域的な水需給の展望﹂を論点に持ち出して︑ダム建設

ωが
︑

﹁これからも議論しよう﹂と確認できたことは︑貴重な一

至らずに幕を閉じた︒大半の委員に不満感が残った
歩になっていった︒

﹁多目的ダムとしての松倉ダムは中止が適当﹂とする見解

道建設部による一 O 月二六日付けの﹁検討調書﹂は︑

などから批判を浴び︑火に油を注ぐ結果になった︒

を打ち出し︑治水単独ダムの建設には含みを残した︒が︑

⑨lill‑キ南約時に確執も︑そして総括

市民からは不満の声が聞かれたが︑情報の提供と資料

意﹂を強制して︑事実上ダムの再浮上は難しい︑との方

類の提示に努めようとした行政側の姿勢はひとまず評価

向をにじませた︒政策室サイドから知事に対して︑今後

凶日後の堀知事の会見では︑﹁計画の中止﹂と﹁市民の合

﹁とにかく情報を出すことが第一と配慮して︑一年間

してもいい︑と思う︒
やってきた︒半生の状態で出したので市民に戸惑いがあ
に含みを残す結論にならぬよう進言したらしい︒
ともあれ︑﹁中止﹂の結論が出され︑治水・利水対策の

ったでしょうが︑遊水池の提案が聞かれるようになった
りした︒今後は︑情報を計画段階で出すように広げてい

火付け役になった﹁考えるムどの人たちは︑﹁時のアセ

というのは時間のかかるものだ︒

方針はふたたび市民の議論にゆだねられる︒﹁合意形成﹂

ひとつの収穫であり︑新たな河川行政の出発点になって

す︑という見方に変わった︒しかし︑最終調書のなかで

こうした意気込みが生まれたことは︑﹁時のアセス﹂の

きたい﹂(函館土現の中田敬人・治水課長)

スの実験﹂に一定の評価をしつつ︑今後の議論の行方に

公共事業に対する認識をあらためて示し︑所期の狙いは

対する見解の違いについては︑﹁松倉ダムの再評価で最大

と話すのは政策室の伊東参事︒庁内にあった再評価に

ある程度実現できた︑と思う﹂

が復活してくる可能性もなきにしもあらず︒まさしく自

﹁市民合意によっては︑水道専用ダムや治水専用ダム

気を引きしめる︒

然の使い方について市民一人ひとりが責任を持っていか

ても︑﹃ダムありき﹄ではなく︑合意を得ることの共通認

の課題は﹃合意のない事業は破綻する﹄ということ︒河

﹁再評価が的を射ているかというと︑そうでもない点

識を持てたのではないか﹂と庁内での連携の深まりに自

なければならない時代であることを︑堀知事の報告は示

もあった︒建設部には︑治水ダムや効果不明な分水路案

つなげ︑全庁に広げていこうとする︒

信をのぞかせる︒そして︑こうした経験を政策アセスに

川課︑土現︑政策室のなかで関わった人聞は濃淡はあっ

などがくすぶっている︒やっとダムが中止になって白紙

している﹂(会員の佐々木聡さん)

に戻ったが︑これからが市民団体の真価が問われる段階

再点検し︑﹁計画中止﹂を結論づけた函館市民と行政との

計画段階で立ち止まって︑治水や利水の現況と対策を

⑨Ill11L白川検・公開・住民参加に貴重な一歩

﹁公平性︑客観性︑分かりゃすく︑と心がけたが︑ま

再評価に傍わった道の担当者は︑どう総括するか︒

に入るといえよう﹂{事務局長の鎌鹿隆美さん)

だ足りないという反省はある︒市民みずから選択する時

一年あまりの試み︒お互いに不慣れで曲折があったもの
と合意形成﹂などのテl マについて︑たくさんの収穫が

の︑﹁行政の自己点検﹂や﹁情報公開﹂﹁市民の意見反映
あったことは間違いない︒それは︑これからの代替案の

住民という現実があるなかでの判断は難しかった︒まだ︑
市民にゆだねるところまで(アセスの)精度が上がって

e
議論に大いに役立っていく た
ろう︒

代の先取りをしたかったが︑事業主体l 国 の 補 助 制 度 ￨

いくことが大切︒これまでの姿勢を貫き︑市民との話し

いないのではないか︒ただ︑こうした試みを積み上げて

﹁環境面などの問題で市民が﹃ダムをやめてほしい﹄

道河川課の井元ダム室長は治水の代案について︑

が足りず︑無理があったかもしれない︒途中から︑アセ

い︒道が示した七つの案にこだわらず検討していきたい﹂

と言い︑代わる案があれば少々(事業費が)高くてもい

﹁当初は﹃時のアセスのモデルに﹄と考えたが︑時聞

合いを重ねたい﹂(道河川線の井元俊雄ダム室長)

スで訓練をして︑今後の松倉川の整備計画づくりに活か
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と時代の潮流が相まって︑﹁時のアセス﹂の貴重な実験が

にある￨!といった︑さまざまな再評価がしやすい条件
試みられた︒道内では︑過疎の町の山中に建設計画が立

建設省によるダム事業の総点検など︑河川行政が過渡期

川整備計画検討会(仮称)︑②﹁時のアセス﹂の経験を踏
てられ︑ほとんど議論がなされずに巨大なダム工事が進

と柔軟な姿勢を見せる︒今後は︑緊急性のある河川改

まえた市民による検討会￨￨を年内に設置し︑議論を進
んでいく事例が多いだけに︑松倉ダムは恵まれた境遇に

修を急ぐ一方で︑①学識経験者凶︑五人による流域の河

める︑という︒両者は並行して開き︑長・短期の治水対

雨水の集中を防ぐこと︑松倉川本流では森林の再生と側
道発の新施策が中央に波及したわけで︑不正事件などで

本年度から公共事業の再評価システムを導入した︒北海

﹁時のアセス﹂をお手本にして︑建設省など六省庁は

ムの時代は大きな転機を迎えている︒

事業も﹁凍結﹂の結論(凶月)を出した︒﹁王国﹂でもダ

を決めた︒二風谷ダムから苫小牧東部地区への工業用水

ともあれ︑﹁時のアセス﹂は松倉はじめ三ダムの﹁中止﹂

あった︑といえるだろう︒

策について時間をかけて議論を積み重ねる︒
﹁考える会﹂も積極的に参加していくが︑﹁学者の検討
まえたものなら大いに協力したい﹂と注文をつける︒

会を上位におく発想では困る︒﹃時のアセス﹄の反省を踏
代表の中尾さんは︑治水対策の方向として︑﹁短期的に
は︑これまでの洪水被害の中身に対応する施策を早急に

溝を伴う林道の修復に早急に着手すべき・あらゆる手段
のほうは︑公開性や国民の意見反映の面などで︑まだま

失点続きの道庁にとっては久々のヒット︒省庁版アセス

立てるべきだ︒長期的には︑各支川涜域の宅地化による

を有機的に組み合わせることで︑世代を超えた根本的な
だ﹁時のアセス﹂のレベルには達していない︒立ち止まっ

治水対策が生まれ︑それが結果的に環境保全につながっ

公共事業をめぐって︑北海道では議会関係者や町村レ

て自己点検する施策を根づかせた道庁に一日の長がある︒

ていく﹂と︑具体的な提言をしている・
北海道は︑既設のダムが一六Oカ所ほど︑建設・計画

松倉ダムは︑比較的小規模のうえに︑水没予定地のほ
松倉ダムでは︑議論の基盤もつくった︒その試行錯誤の

アセス﹂が見直し機運の牽引役を果たした功績は大きい︒

ベルでの変化に期待を持てない現実があるなかで︑﹁時の

中のダム(いずれも砂防ダムを除く)が五Oカ所ほどあ

とんどが道有林で対地権者の問題がなく︑事業を見直す
てほしいものだ︒

経験が生きる代替策づくりに︑市民と行政がカを合わせ

る﹁ダム王国﹂である︒

ときの障害が少ない︒市民たちが計画段階で疑問を投げ
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きるか同じ命題をもって活動する者として東

いったいどうしたら政治を変えることがで

サポートする運動へと展開した変化と重なる︒

接政治に参加し市民セクターを広げる活動を

は利益代表としての狭義の政治から市民が直

で一致する人びとの代弁者となり︑九五年に

の生活クラブの代弁者から︑八五年には政策

している︒ネットの﹁代理人﹂が一九七七年

ティー連合の模索が必要であることを感じる︒

変えるインパクトを持つには︑ローカルパー

ていない︒ローカルパーティーが既成政治を

あるが︑政治勢力としてのメッセージは発し

国レベルの代理人運動グループの交流組織は

﹃新しい政治勢力の結集﹄への主張が柔い︒全

し﹄ていることである︒しかしネットは現在

池田敦子⑥評者

かけ︑マスコミも積極的に報道した︒﹁河川法﹂の改正や

川
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い
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﹃地方から政治を変える﹄
﹃虚像累々﹄ 大和田建太郎害者

京・生活者ネットワーク(以下ネットと略す)

政治の市民化・市民の政治化の時代に入って

﹃地方から政治を変える﹄

の活動と照らしながら本書を読み終えた︒多

像麟蹴麟醐闘関脇

て本書は︑地方議員政策研究会(ロ￨パス)

最後に︑﹁虹と緑の五O O人リスト﹂につい

様なローカルパーティーの誕生が新しい政治

はローカルパーティーが政治のイニシアテイ

味についてである︒分権が進むなかで地域で

次に本書のローカルパーティーの位置と意

いる︒

力をもち触発する内容である︒以下その内容

状況をひらく時代に︑一つの提案として説得

はじめに議員や政党の役割についてである︒

プを握る︒この時︑地方政府の政権奪取を目
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を私見として述べたい︒
本警は﹃運動団体(あるいは市民)が議会や

ったローカルパーティーのイニシアティプに
よるナショナルの政権交替の可能性にイメー

指すことや国政選挙の小選挙区制を逆手に取

ジをつないでいる︒ネットとの一致点は﹃国

行政にかかわろうとするとき︑私たち(市民
動団体や市民が直後に政治へ参加・発言しよ

政や地方政治の場で新しい政治の役割を見出

新党にいがた)はその﹁代理人﹂ではなく運

イネlトする役割を担おうとしている﹄と記

うとするプロセスをサポートあるいはコlデ

i~!1

