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 和泉市無所属市民派議員 
小林昌子 
和泉市緑ヶ丘 2-13-10 
自宅 Tel 0725-54-2626 

Fax 020-4669-6920 
事務所 Tel（Fax）0725-53-4451 
Email masakokob@ybb.ne.jp 
http://masako-hiroba.info/ 

ホームページもご覧下さい 
yahoo の小林昌子で検索出来ます 
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左が当初の文書で市長公印が押さ

れ、市長決裁を受けた公式文書。

右がその後の部長名の文書 

・同一文書番号 

・同一日付 

・同一宛先 

・同一文書名 

・泉北水道受付番号 

左 508 号、右 509 号 

この文書は、上伯太線の王子グラウンドについて、泉北水道から和泉市に何の協議もない状態でグラウ

ンドを改変したことについて、直ちに工事を中止し早急に協議に入るように要請があり、それへの回答と

して泉北水道に出された文書です。グラウンドの所有者と正式な協議のないままに工事を行った市の対

応はあってはならないことですが、その文書に対する回答である市長名での文書の提出直後に、同一の

文書番号、日付、宛先、件名で担当部長名で出されていることです。泉北水道は市長文書を508号で、

部長名の文書を509号で受付ています。市長文書は市長まで決済を受けた正しく公式文書で、その内

容を公式文書か定かでない担当部長名で上書きするような形で出すことは文書管理の体を成していま

せん。公式文書を内密に処理しようとしたのであれば、文書管理規程に抵触する重大な職務違反であり

ます。コンプライアンスを蔑ろにし、従来から度々事務の適正、適法化に努めると言っていた事がまたも

絵空事であることを如実に示したものと言わざるを得ません。（議会一般質問で取り上げました。詳細は

次号で報告します） 
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大阪府が建設の是非を検討している和泉市内の槙

尾川ダム事業について、これまで府が「存在しない」

と説明してきたダム予定地上流の雨量観測記録が

存在していたことが分かりました。この雨量記録は

槇尾川ダムの建設継続か中止かの是非を議論する

有識者会議で「ダム計画を作る際に観測していない

訳がない」と指摘されていたもので、府は今までそ

のようなものはないと回答していたものです。読売

テレビの情報公開請求の結果判明したものです。府

は従来、時間雨量 50mm の雨の場合、ダム予定地

直下の家屋 18 戸に被害が出ると想定。ダム予定地

より上流では雨量観測記録がなく、下流約 2 キロ地

点で平成 7 年の集中豪雨時に記録した同 46mmが

大で、同 50mm 対策には「ダムが必要」と説明

してきました。 

しかし、改めて現地事務所にある資料を精査した結

果、ダム予定地の上流約1.6km（青少年の家の付近）

の地点で、H7年の集中豪雨時に60mmを記録して

いたことが判明。この豪雨で、ダム予定地直下の家

屋被害は公式には確認されていません。 

今回判明した記録によれば、50mmを超える雨が

降つてもダム予定地直下の家屋に被害が生じない

ことになり、府都市整備部は「ダ.ム不要論の根拠に

使われても仕方ない」と認めています。 

橋下徹知事は同日、「隠蔽ととられても仕方ない」

と担当部署の対応を厳しく批判しました。 

＜鳳土木で確認＞ 

3 月 2 日に鳳土木和泉工区に出向き、この件を確認

しました。その結果 

２月５日の有識者会議で雨量観測をしていないの

かと問われ、「ない」と返答した。 

しかし 2～３日後、今本先生から流量観測をしてい

ないのかと言われた為、ダム砂防課から和泉工区に

問い合わせがあり、「水文観測業務委託報告書」を

提出した。 

この業務委託は不特定容量算出のためのデータが

必要な為、和泉市青少年の家と大川橋下流に水位計

を設置し、水位、流量、雨量を観測した。 

委託は平成３年から平成１７年まで行ったそうで

す。黒い表紙に金文字で「水文観測業務委託報告書」

と書かれた厚さ１０センチくらいのものでした。 

この件に関し、橋下知事は「故意の隠蔽と見られて

も仕方ない。厳しく注意した。外してはいけない勘

所で組織としては大失態」と語られたそうです。 

工区の担当者は雨量計測が上流で行われていたと

は認識していなかったと話していました。成果品を

チェックもせずにただ飾っておく等考えられない

事ですが・・・。 

以前も８百万円以上かけて業務委託した資料内容

を、再評価委員会に全く報告していなかった事例が

ありました。それは大阪府にとって好ましくないデ

ータであったからです。今回も必要があって業務委

託したのに、誰一人大阪府が公表している過去の実

績雨量のミスに気がつかなかったのでしょうか、疑

問です。ちなみにこ

の和泉市立青少年

の家はダム上流１．

６キロの所にあり

ます。５０ミリ以上

を記録しているの

は左表のよう 5 件

ありました。 

 

 

このような新たな事態で、ダムの必要性の論拠が問

われている時に和泉市議会は賛成多数で建設促進

の意見書を賛成多数で採択しました。（反対は共産

党の早乙女、矢竹、岡議員、レインボーいずみの大

橋、小林の各議員、次ページに私の反対討論を掲載） 

地元の意向を受けての事と思いますが極めて残念

です。議長に多くの方の「意見書採択に慎重であっ

て欲しい」との意見が寄せられましたが、結果は変

わりませんでした。 

和泉市長も建設促進の立場で、橋下知事にも直接あ

って意向を伝えているようです。本当に治水対策と

してダムが有効か、市民全体の立場で考えて欲しい

ものです。又知事との面会の際に建設促進を主張す

るグループを同席させた事は極めて不可解です。 

槇尾川ダムで新たな事実！治水対策の見直しも 

和泉市議会は建設促進の意見書を採択 
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槇尾川ダムは１９８２年（昭和５７年）８月豪雨の被害

により計画された,治水目的のダムです。然しながらその

流域面積が大津川全流域の３パーセント、槇尾川流域の

６パーセントしかない為、治水効果については以前から

専門家からも疑問がもたれているところです。 

またダム予定地には清流に涼しい声を聞かせるカジカ

ガエルや夏鳥のサンコウチョウやオオルリなどの野鳥

が見られ、近くの森ではオオタカが子育てするなど、た

くさんの動植物の暮らしが息づいています。 

一方ダム予定地上流には西国４番札所の「施福寺」があ

り、全国各地から参拝する人々が槇尾川の清流のせせら

ぎに耳を澄ませ、四季折々の山の景色を愛でています。 

大阪府南部に残された豊かな自然は和泉市民だけのも

のではなく、大阪府民を始め国民全ての財産です。 

ダム予定地近くの仏並町はその名が６世紀の飛鳥時代

に曽我馬子が当地の池辺氏先祖に授けた二体の仏像を

私宅の仏殿に安置したことに由来するといわれるほど

古い歴史を誇っています。また三方を仏並町に囲まれた

坪井町は１４世紀の南北朝時代に横山谷の一村として

歴史にその名をとどめています。 

 

その地域を流れる槇尾川上流地蔵橋周辺は河道を大き

く曲がりくねらせ、流れを緩やかにして、取水しやすく

しています。そして人家のある左岸側は護岸を高くし、

農地である右岸側を低くして洪水時の被害を 小限度

にする工夫が施されるなど、先人の知恵が随所に活かさ

れた川作りが行われ、200年以上も家屋が浸水すること

はなかったと言われています。 

そのため当初の地元は大阪府に建白書まで提出し、ダム

反対を表明していました。しかしダムを作るというより

道路が新たに建設されると言うメリットを主張するダ

ム推進派に、町内の狭隘道路の課題を持つ地元はだんだ

んと反対できない雰囲気となり、今に至っています。 

 

大阪府では５年に一度建設事業の再評価を行う制度を

持っています。 

槇尾川ダムについては今までに３回の再評価委員会が

開催されています。いずれも事業継続の意見具申がされ

ていますが、この委員会は過去３5０事業を評価しなが

ら、１件も中止の意見具申がなく、マスコミ報道ではこ

のような委員会のあり方に疑問がもたれ、再評価委員会

そのものを再評価する必要性まで指摘されているとこ

ろです。 

平成２１年度の槇尾川ダム事業については再評価委員

会としては異例の但し書きをつけ、「事業を継続するこ

とは妥当と考える。但し、府の厳しい財政状況を考慮す

ると、当面の費用が数億円でも少ない河川改修に切り替

える方法や、その他の手法を採りえる事も考えられる。」

と意見具申しました。 

 

また橋下知事は２００９年９月の槇尾川ダム再評価委

員会に初めて出席し、「原則ダムは作りたくない」と表

明し、同年１２月に「槇尾川ダム有識者会議」を設置し、

２回の会議を開催しました。２０１０年２月５日に開催

された有識者会議で、ダム予定地近くの雨量観測データ

の有無を問われ都市整備部は「ない」と即答しましたが、

その後の情報公開請求でデータの存在が確認されまし

た。１９９１年（平成３年）以降調査が完了する２００

５年（平成１７年）までの１５年間に計５回、１時間当

たり５０ミリを超える雨量を観測していました。１99

５年（平成７年）には６０ミリと５２ミリ。１９９７年

（平成９年）５４ミリ。２００３年（平成１５年）５９，

５ミリ。２００５年（平成１７年）５６，５ミリです。 

各紙はこれを大きく報道し、ある新聞社は次のように報

道しています。今回判明した記録によれば、５０ミリを

超える雨が降ってもダム予定地直下の家屋に被害が生

じないことになり、大阪府都市整備部は「ダム不要論の

根拠に使われても仕方ない」と認めていると報じ、橋下

知事は「隠蔽と言われても仕方ない。組織として大失態」

と担当部署の対応を厳しく批判しました。 

 

ダムがあれば地域の課題がすべて解決すると思うのは

幻想に過ぎません。その証拠に戦後６０年間ダムで栄え

た地域はなく、またダムを作り続けた結果、今 川は悲

鳴を上げています。 

１００年持つはずだった堆砂容量はわずか数十年で満

杯となり、北海道二風谷ダムは１０年目の段階で、想定

していたものの２００年分もの堆砂が溜まりました。今

後あと１０年でダム湖全体が埋め尽くされるともいわ

れています。 

一方各地の海岸線はダムで流れが阻害され、土砂の流入

がなくなり、どんどん侵食されています。 

山、川、海と連なる流れは命の循環であり、それに気づ

いた漁師が山に植林する時代に入っています。 

 

従来の河川行政は河道に水を閉じ込める発想で治水を

行おうとしてきました。しかし１９９７年（平成９年）

に河川法が改正され、従来の治水、利水に加えて「河川

環境の整備と保全」が目的に追加され、「地域の意見を

反映した河川整備の導入」が図られました。 

また２００１年（平成１３年）には田中康夫長野県知事

が「脱ダム」宣言を行い、できる限りコンクリートのダ

ムを作るべきではないと発表し、ダムに頼らない治水を

提唱しました。 

 

ダム建設促進の意見書に反対討論 
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＜議会報告会＞ 

下記により 3 月議会や平成 22 年度予算の事などの

報告会を開催します。御気軽にご参加頂き、皆様のご

意見等をお聞かせ下さい。 

・日時 4 月 17 日（土） 14 時～16 時 

・場所 小林昌子事務所 

・参加費 無料 

資料の準備の都合がありますので、ご参加の方は自宅

までご連絡下さい。（54-2626 夜間 6 時～9 時） 

国にあっては２００９年（平成２１年）秋に政権交代が

あり、「コンクリートから人へ」の方針転換を行い、ダ

ムについては、「今後の治水対策のあり方に関する有識

者会議」を設置し、新たな指針を策定中です。一方大阪

府にあっては橋下知事が、発見された雨量データを参考

に槇尾川の治水について新たな案を３月中にも示す予

定と聞いております。 

 

ダムの持つ機能をすべて否定するものではありません。

しかしダムが効果を発揮するのは、流下能力を超えかつ

計画規模までの洪水に対してであり、想定以上の雨量に

は対応できない宿命を持っています。 

よって淀川水系流域委員会は「ダムは他に方法がないと

きの 後の手段である。」との考えを示しました。 

 

治水の使命は「いかなる大洪水に対しても住民の命と財

産を守る」ことでありますが、いかなる努力をしても水

害を完全に防ぐことはできません。壊滅的な被害を防ぐ

ように努力するのが精一杯であります。 このことを自

覚し、槇尾川にふさわしい治水の方法を取り入れるべき

であります。 

 

1980年代半ばに発見された仏並遺跡は縄文時代から

この地に人々が生活していたことを証明するとともに、

この横山谷の環境が縄文時代の人びとの生活に適して

いたことを物語っています。この歴史ある場所にダム建

設の選択をすれば、先人はその愚かさを嘆き、子孫はそ

の思慮の浅はかさを恨むことでしょう。この地にふさわ

しい治水方法を選択し、安全で豊かな槇尾川を子孫に引

き継ぐことこそが私たちの責務ではないでしょうか。 

今回の槇尾川ダム建設促進に関する意見書には各地か

ら、この意見書を通さないで欲しいと願う人々から、議

長宛にメールやファックスが寄せられています。その内

容は通り一遍のものではなく、心から槇尾川ダム建設に

反対する心情が読み取れるものばかりです。よって提出

されている「槇尾川ダム建設促進に関する意見書」に反

対いたします。 

 

 

 

 

 

 

昌子の日記 

3/1 本会議、大綱質疑 
3/2 厚生文教委員会傍聴、鳳土木和泉工区へ 
3/3  和泉中央駅会報配布、都市環境委員会傍聴 
3/4 総務安全委員会、ダム定例会 
3/5 和泉中央駅会報配布、市政相談会 
3/6 EM 市民農園会合 
3/8 和泉府中駅会報配布、鳳土木和泉工区へ 
3/9 予算委員会傍聴 
3/10 予算委員会傍聴 
3/11 和泉中央駅会報配布、予算委員会傍聴 
3/12 石尾中学校卒業式、予算委員会傍聴 
3/13 生きもの観察会報告会、万葉講座 
3/15 和泉中央駅会報配布、予算委員会傍聴 
3/17 信太山駅会報配布、議会運営委員会 
3/18 緑ヶ丘小学校卒業式、ソロプチ定例会 
3/19 北松尾幼稚園卒園式、鳳土木和泉工区へ 
3/23 光明池駅会報配布、一般質問 
3/24 一般質問 
3/25 本会議、市議会便り編集委員会 
3/26 ダム予定地及び坪井団地見学、市政相談会 
3/27 女性技術者の視点で語る「環境・河川」in 尼崎 
3/29 和泉中央駅会報配布,故郷の家ミニコンサート 
3/30 北信太駅会報配布、自治基本条例検討委員会傍聴 
3/31 事務所運営委員会 

＜事務所行事＞いずれも小林昌子事務所で 

連絡先 自宅 TEL 0725-54-2626 

事務所 ＴＥＬ ０７２５－５３－４４５１ 

（事務所 緑ヶ丘１－３－１５） 

万葉講座（場所 緑ヶ丘自治会館にて） 
・講師 大高勇さん（犬養万葉顕彰会会員） 

・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時 

・80 回 4/10（土）万葉の旅パート（４） 

近江の万葉 

・81 回 5/9（日）現地散策バスツアー 

ささなみの志賀の唐崎から蒲生野へ 

＜途中からの参加でも十分お楽しみ頂けます＞ 

ちぎり絵 
・講師 西原志満子さん・材料費実費 参加費無料 

・5 月 12 日（水）13 時～16 時 

パソコン講座（参加費無料）  

・第 2、第 4 週の火曜 10 時～12 時、 

同じく     木曜 14 時～16 時 

・申し訳ありませんが現在定員一杯です。新規の方

は少しお待ちいただくことになります。 

市政相談会 
・第２、４水曜日 ２０：００～２１：３０ 


