利賀ダム
として、利賀ダムよりも庄川の
堤防補強こそ有効ではないか
と、提案しました。

民主党政権のもとで全国の
「
利賀ダム工事事務所が作成
ダム建設の見直しが始まり、利 した庄川水系庄川浸水想定区
賀ダムもその対象になりまし 域図では、庄川の合口堰堤付
た。
近で堤防が決壊した場合に、正

国土交通省がひた 門家からあがっている計画で た。
隠しにしていた利賀 す。
庄川下流で
ダムの治水効果につ
８センチの水位低下
いて、日本共産党の 当面３０年で
効果しかない
火爪弘子県議が１２
整備する二つ目の計画
月１１日、県議会一
般質問で初めて指摘
し、関係方面に衝撃
をひろげています。
その質問を紹介します。

いつまでたっても
できない長期計画

日本共産党

県と交渉

これによれば、庄川下流の
万葉線橋梁付近では「
利賀ダ
そこで、もう１つ別に、当面
ムができても８センチしか水位
３０年間で行うより小規模な
を下げられない」
。国土交通
「
庄川河川整備計画」毎(秒４
省はこの数字を、庄川流域懇
２００トンの洪水想定 が)作ら
談会にも示さず、経済建設委
れました。
員会での私の質問に答えるた
納得できないのは、なぜその めに県が問い合わせても答え
３０年間の計画に利賀ダムが ず、ホームページの河川整備
計 画 の説 明 でも伏 せていま
必要なのかということ。
す。「
ダムの効果が小さいのを
私は先の経済建設委員会で
隠すためではないか」
との指摘
「
毎秒６５００トンの洪水の時
があがるのは当然です。
に利賀ダムは毎秒５００トンの
これだけの水位を他の方法
水をカットできるが、当面の整
備計画である毎秒４２００トン でカバーするのに、いくらの事
の洪水の時に利賀ダムは何ト 業費がかかるのですか。堤防の
ンの水をカットできるのか」
と かさあげや川底の掘削、既存
質問。後になって「
それは毎秒 ダムの活用などで行うとして
１８０トンである」
との答えでし も、利賀ダムの事業費１１５０
億円よりかかるとはとても思
われません。

御母衣ダム

日本共産党富山県地方議員
団は、住民からの要望を持ち
寄って県当局に実現を求める交
渉を昨年１１月２０、２４日に
行いました。小矢部市から砂田
喜昭市議が参加しました。

水道料金値下げを

こんどの交渉で企業局側は、
今後の水需要予測を、今年度
中に各市から聞き取り、新し
い受水協定の参考にしたいと

げ７５円とし、一日の受水量
も６３００立方メートルから６
０５０立方メートルに減らしま
した。２０１０年度が再交渉の
年度にあたります。

昨年結んだ受水協定は２０
１０年度までの３年間、単価を
１立方メートルあたり１０円下

水道料金値下げには、県企
業局から購入している県水（
子
撫川ダムの水）
の単価と割当水
量を減らす必要があります。

県と交渉する砂田市議（右端）=昨年１１月２０日、県庁

述べました。受水協定の見直し
作業を早め、市の予算編成に
間 に合 う
ようにして
欲しいとの
要 請 にこ
たえたもの
です。

http://www2u.biglobe.ne.jp/~sunata/

砂田喜昭のホームページ

砂田喜昭

庄川河川の治水計画は、２
本だて。１つは、「
１５０年に一
度の洪水に耐えられる」
と言
われる、砺波市雄神地点での
基本高水流量を毎秒６５００
トンと設定した計画。

鳩谷ダム

市議会議員

砂田市議は１２月県議会での 得地区の七社付近や、水島地
火爪県議（
日本共産党）
の質疑 区、松沢地区、荒川地区が水
５ｍ未満の浸水が想定さ
を踏まえ、「
治水効果はあるの 深０・
か」
「
地滑り地帯にダムをつくっ れる。
て大丈夫か」
と疑問点を挙げ、
これを防ぐには、堤防 の補
「
この機会に利賀ダムの必要性 強、仮に洪水が堤防を乗りこ
と効果を市独自でも検証すべ えても崩れないような対策を
きではないか。小矢部市は、効 とるとか、霞堤などの伝統的な
果をよく調べもしないで、重点 対策を強化した方が費用の面
要望に利賀ダムの建設促進を でも効率的ではないか。」
繰り返しているが、これは見直
当局は「
呉西各関係市とダム
す必要がある。」
と質しました。
事業の継続を求めている。ダム
事業の見直しについては、国土

椿原ダム

日本共産党

何でもご相談ください

この基本高水の設定が高す
ぎるために、膨大な予算と年
数がかかって「
いつまでたっても
できない計画」
との批判が専

庄川

利賀川 ダム

成出ダム

堤防の補強こそ

利賀ダム

火爪県議が指摘

境川ダム

小原ダム

洪 水調 節に よ り有 効な の は、庄 川 上
流 部 分 での 対 策。庄川 下 流 の、し か も
支流で ある 利賀 川で の利 賀ダ ム建 設に
どれだけ の洪水調節効果があるのか 。
利賀川

千束ダム
赤尾ダム

小牧ダム

交通省が有識者会議で検討を
始めたところであり、今後の推
移を見極める必要がある。」
と
しか、答えられませんでした。

雄神橋

祖山ダム

利賀ダムによる
水位低下効果
10cm

庄川合
口ダム

有効ではないか

利賀ダムによる
水位低下効果
11cm

戦 後 最大 の 洪水 と され た ２ ００ ４ 年 台
風 ２ ３ 号 の 際 に、「も し利 賀 ダ ム が あ っ
て も、高 岡 万 葉 線橋 梁 付 近 では 水 位 を 下
げる効果は８センチ」 国(土交通省の見解 )

だった。御母衣ダムの効果で
もある。

大白川ダム

台風２３号のとき
御母衣ダムでは、
最大流入量が毎秒３２７３トン
だったが、
最大放流量は毎秒１３８５トン

白水ダム

和田川合流点

砂田市議は庄川の洪水対策

利賀ダムによる水位
低下効果 8cm

(2)
No.167
明るい小矢部
２０ 10 年１・2 月号

万葉線橋梁

