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槇尾川ダムをめぐる経過 
●S57/8 台風 10 号で槇尾川流域で

床上 2 戸、床下 531 戸浸
水 

●H3 地元大畑町会がダム計画撤
回建白書提出 

●H7/7 大阪府がダム建設の検討
開始 

●H7/12 府が槇尾川ダム建設計画
を策定 

○H9/2 槇尾川ダム見直しを求め
る連絡会結成 

○H10/1 大阪府知事あてダム見直
しの要望書提出 

○H10/8 連絡会が 1 万 2 千人のダ
ム反対署名を府に提出 

○H11/1 ダム見直しシンポジウム
開催 

○H11/7 再評価委員会に当たり 5
千人の反対署名を提出 

●H13/4 用地買収と付け替え道路
の建設に着手 

●H20/2 橋下知事誕生 
○H20/4 連絡会が 6300 人のダム反

対署名を提出 
●H21/9 ダム本体工事に着手 
●H22/2 本体工事一時休止 
○H22/8 橋下知事にダム見直しの

要望書提出 
●H22/11 河川整備委員会がダム

か河川改修か意見集約出
来ず知事に判断を委ねる 

●H23/2 知事が河川改修で対応を
表明 

 
●大阪府等の事項 
○見直しを求める連絡会の事項 

橋下知事が槇尾川ダムの中止を表明しました。 
ダム見直しを求めて 15 年、ようやく決着の時を迎え

感無量です。何度も期待を抱き、又悲観した時もあり

ましたが、ダム建設のあるべき姿に期待を抱かせる素

晴らしい結末であったと思います。 
ダム見直しは私が初めて市議会議員に立候補した時

の一丁目一番地の主張でした。多くの方の協力を頂き

本当に感謝しています。これからは槇尾川の自然の保

存と新たな治水対策の実現に向けて今後も頑張る決

意です。 
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和泉市南部の槇尾川上流に治水対策として計

画された当初事業費 128 億円、総貯水量 140
万ｍ3 のダム。 
現在本体工事が凍結中で、既に道路整備や土地

買収に58 億円が投入され、今後ダム事業を継

続する時の残事業費は 108 億円が予定されて

いた。 
●ダムが必要とされた根拠 

一生に一度経験するような雨が降った場合でも（100 年確率降雨強度、時間

雨量86.9mm）川から水が溢れないようにする為に、大津川合流地点（板原

基準点）で750 トン/秒の流量を、ダムを作ることによって700 トン/秒に抑

える。今回の河川整備計画は、概ね15～30 年に一度の雨（時間雨量65mm）

の時でも、床上浸水を起こさない程度の治水対策であり、前提が大きく変わ

った。 
●槇尾川ダムは本当に効果のあるダムなのか？ 

ダム予定地を見た方は異口同音に、この小さなせせらぎに本当にダムが要る

の（効果があるの）と疑問を持ちます。 
槇尾川には、槇尾川、父鬼川、東槇尾川の3 本の河川が流入します。100 年

に 1 回の雨が降ったときの槇尾川への流入量は大凡、槇尾川 100 トン/秒、

父鬼川300 トン/秒、東槇尾川200 トン/秒で、槇尾川が も少ないのです。

流量調節には も効果の少ない川にダムを作ろうとしていたのです。ちなみ

に槇尾川ダムの流域面積は 3.4km2 で、槇尾川全流域の 6%強にしか過ぎま

せん。この流域に雨が降ったときには効果がありますが、それ以外の 94％
の所に雨が降ったときにはダムは全く効果が無いのです。 

●ダムは大川橋から上流のために計画されたもの 
このダムは大川橋から上流のダム直下の治水対策でしかないことが明らか

です。一方このダム建設の契機となった昭和 57 年の災害状況（下図）を見

ると被害の殆どは中下流で発生しています。即ちこのダムでは治水効果は限

定されたものにしかなりません。 

槇尾川ダムとは一体どんなダム？ 

河川が破堤したのは

川中橋と泰成橋近傍 

●現実的な治水目標 
従来のダム計画の治水目標の 1/100 を達成するには、槇尾川だけでも 700 億円

強が必要です。府内全体で今後 20～30 年で治水対策が必要な河川は 65 河川あ

り、総事業費は 1 兆 400 億円が必要で、到底実現可能なものとは考えられませ

ん。 
そこで知事は治水目標を実現可能なレベルで設定し、それを確実に実行する方向

に舵を切ったのです。本当に適切な判断です。1/100 の治水対策の呪縛を解き放

った事は賞賛に値します。 
私達もかつての再評価委員会で、河川は 50mm 対応であるのに、ダムだけどう

して 100 年対応が必要なのかと意見陳述をしていましたが、今回橋下知事がそ

れを実現してくれました。 
それでは現実的な治水対策の考え方をどうしたかと言うことです。 
今回新しく策定した治水の基本的考え方は 
・50mm 対策は 低限実施する 
・50mm 対策後時間雨量65mm で床上浸水箇所が無いときは当面の治水目標は

50mm とする 
・床上浸水がある時は65mm 対策を実施（今回の対策はこれに該当） 
従来は川に全て閉じ込める発想が基本でしたが、床下浸水程度は甘受する発想

で、財政が厳しい中で行政の優先度を決めねばならない中では、現実的な判断だ

と評価します。 
●ダムだけでは安全な治水対策とは成り得ない 

大川橋に近い所には川沿

いに家が張り付いていま

す。このような場所はダム

が出来ても想定外の雨が

降ったときは極めて危険

で、安全な場所に建て替え

が必要です。河川改修案で

はこの対策も含まれます。

左で述べたダムの流域面

積が少なく中下流も含め 
た治水効果が限定的であるのも理由です。 

●事業費の差が大きい 
事業費はダム案で108 億円、河川改修で80 億円の差があり、従来からダム建設

は実行時に大きく事業費が膨らむ事が多いことも考慮に入れるべきです。 

何故ダム計画が無くなったのか 

●始まったら止まらない公共事業 
今回のダム本体工事が始まった中でダム建設が中

止されたのは日本で始めての事例です。従来から公

共工事は始まったら止められないと言われていま

した。この呪縛に大きな風穴を開けた効果は大きい

と思います。 
●知事たるものの職分 

橋下知事は、今回のダム中止で地元の皆様には迷惑

をかけたと陳謝しましたが、同時にいくら地元の要

望が強くても、客観的に安全なまちづくりをどうす

るかを探るのが知事の仕事だとの考えを明らかに

しました。ダムを継続するほうが余程楽であるにも

拘わらず、このような判断をしたことに対し、敬意

を表するとともに、地域の首長の厳しさも実感しま

した。 
●一方官僚（事務方）は 

それに比べ今回の治水対策に対する官僚の姿勢に

は落胆せざるを得ません。再評価委員会、有識者会

議、河川整備委員会等を傍聴した限りでは、官僚は

まずダムありきで、当初から河川改修案は地元の合

意を得るのが困難等自己保身の態度に終始し、ダム

に不利になる情報を隠蔽していた事等真に治水対

策を検討する姿勢が見られませんでした。 
当初から河川で対応する案についても、委員の指摘

で小出しに提出し（当初は河川改修の方が高かった

のが結果的に逆転）、槇尾川が掘り込み河川である

事から余裕高を考慮する必要が無いにも拘わらず、

後まで抵抗するなど真摯な態度は見られません

でした。しかしそのような四面楚歌の中で知事は本

質を理解していました。 
●豊かな自然が保存されたこと 

西国札所槇尾山施福寺に通じる槇尾川は自然の宝

庫です。どちらが経済的か、有効かが議論の中心に

なった事は止むを得ない点はありますが、一度壊し

てしまえばもとに戻れない自然に対する影響も検

討の過程で考慮されるべきであったと考えます。し

かし結果的に自然が保存される事になり、将来子供

たちからどうしてこんなダムを作ったのかの非難

を受けることが無くなったは嬉しい限りです。 
●地元の対応 

今回の結論に地元の反発は強く、家屋の移転や用地

買収には応じない等強硬な意見が出ていますが、こ

こは冷静に考えていただきたいものです。治水対策

を一番望んでいたのが地元のみなさんの筈です。結

論が異なったからと言って、治水対策に反対するの

は道理にあわないと思います。 

ダム中止の教訓と今後 

川沿いに張

りつく家 
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昌子の日記＆予定 

2/2 和泉中央駅会報配布 
2/3 和泉府中駅会報配布、市民派議員学習・交流会 
2/5 この町のかたち研究会 
2/7 和泉府中駅会報配布、国道 480 号線道路改良事業

視察、ダム定例会 
2/8 和泉中央駅会報配布 
2/9 ダンジリ控訴審、市政相談会 
2/12 ソロプチバザー準備  

 2/13 ソロプチバザー 
2/14 和泉中央駅会報配布、憲法キャラバン打ち合わせ、

ゴミ学習会 
2/15 予算説明会 
2/16 和泉中央駅会報配布、事務所運営委員会、環境基

本計画検討委員会傍聴 
2/17 ソロプチ定例会、市政相談会 
2/18 中川おさむ励ます集い 
2/20 議会改革学習会 
2/21 議運、ダム定例会 
2/22 和泉中央駅会報配布 
2/23 北信太駅会報配布、まゆの会 
2/24 信太山駅会報配布、介護保険運営協議会傍聴 
2/25 フチュール和泉竣工式、かがやけ石尾っ子の会 
2/26 女と男のフォーラム 
2/28 本会議 

＜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（全国万葉協会会員） 

・会費 1,000 円（3 か月分） 14-16 時 

・88 回 3/12 万葉に親しむ「万葉のこころ」 

・89 回 4/9 紀伊万葉 

・90 回 5/22 万葉バスツアー 

＜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 

・3 月 9 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 

長年にわたっての私達のダム見直しを求める活動

と橋下知事の英断で、本体着工済みのダム建設工

事が中止されるという輝かしい成果が現実のもの

となりました。ここに 15 年間の活動を振り返り、

今後の活動に活かしていきたいと考えています。 
槇尾川見直しを求める連絡会の前身はその前年に

結成された自然環境の保全活動を進める Nature 
Network 和泉です。私は緑ヶ丘小学校横の里山の保

存活動を契機に Nature Network の結成から参加し 
ました。見直しを求める連

絡会の主要な活動はダム反

対の署名活動、大阪府への

要望書の提出、シンポジウ

ムの開催、建設事業再評価

委員会の意見陳述等が中心

でした。大阪市立大学名誉

教授の高田先生には、運動

の当初から変わらぬご支援

を頂いていました。その後 
ダム見直しを求める活動にも拘わらずダムの本体

工事着工の事態を受けて、さらなる運動の輪を広

げるために有識者に働きかける事にしました。私

が徳島県で開かれた「川のシンポジウム」に参加

した際に、元淀川水系流域委員会の委員長の今本

先生に協力を依頼し快諾を得た後、利水の専門家

の大阪府立大学名誉教授の荻野先生、今回河川整

備委員会で大車輪の活躍をされた前淀川水系流域

委員会の宮本委員長等の皆様が私達の活動に協力

いただける体制が整い、前長野県知事の田中康夫

氏も現地を視察するなど運動が大きく広がりを見

せました。 
同時に私達連絡会にも河内長野市の自然愛好家や

市内在住の方で元新聞記者、元都市計画の専門家、

防災の専門家等多士済々の方が参集し、特定の政

治団体に属さない真の市民活動として運営出来た

のも、このような長い活動が続けられた要因であ

ったと思います。 
今回は橋下知事という類まれな知事に恵まれたラ

ッキーな要素が大きいには間違いありませんが、

私達の変りないダム見直しを求める活動も決して

小さくは無かったと確信しています。 
ダム中止が決まった今少し放心状態ではあります

が、削られた山肌の修復など今後の課題は多く、

素晴らしい槇尾川の自然の保全と、着実な河川改

修により治水安全度が確保されるよう今後も連絡

会の活動は続きます。 
大阪府は今安威川ダムの問題を抱えています。私

達も少しでも安威川ダムについて関与していきた

いと思っています。 

15 年間の見直し運動から 
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