
「ダム見直しに関する政府・議員と NGO の対話の会」 

 
 主旨： 治水のあり方を考える有識者会議を補完するものとして、「公共事業チェッ

ク議員の会」がダムに依存しない河川行政のあり方について、政府・国会議員・Ｎ

ＧＯの意見をオープンの場で聴取する。 
（政務三役が席を離れるときは、局長クラスの代理人を建てていただく。） 
 

 主催者：「公共事業チェック議員の会」と「水源連」との共催 
協賛団体：別掲 115 団体 

 
 開催場所：参議院議員会館 第一会議室 

 
 開催月日：2010 年 5 月 10 日（月）13 時から 14 時 30 分 

 
 内容：  

 司会： 大河原雅子 参議院議員（公共事業チェック議員の会事務局長） 
 開会挨拶：松野信夫 参議院議員（公共事業チェック議員の会会長） 
 国土交通省代表あいさつ： 三日月大造政務官（予定） 
 NGO からの意見プレゼン。 
 佐々木克之（北海道自然保護協会）  

 北海道における「ダム検証検討会」と「水産資源への影響」  

 石井 亨（環瀬戸内海会議）  

 補助ダムの課題―内海ダムを例に・・見直し基準に対する提言 

 今本博健（元淀川水系流域委員会委員長・京都大学名誉教授）  

  なぜ、「ダムによらない治水」でなければならないのか  

 ―淀川水系流域委員会での議論を踏まえて― 

 黒田弘行（清流球磨川・川辺川を未来に手渡す郡市民の会 ）  

 「住民が望むダムによらない治水とは」・・成果と今後の課題に関する報告 

 遠藤保男（水源開発問題全国連絡会）  

 「ダムによらない治水・利水の基本的考え方」 

 
 参加している全国会議員から、質問・コメントを含めた「あいさつ」 

 
 
問合せ先：遠藤保男（水源開発問題全国連絡会） 
   電話 045-561-8186 
   メール yakkun@mvd.biglobe.ne.jp 
 

mailto:yakkun@mvd.biglobe.ne.jp


協賛団体 115 団体  50 音順 

 
1 安威川ダム反対市民の会 40

球磨川からすべてのダムを無くして鮎

の大群を呼び戻す会
79 長浜町をまじめに考える会

2 昭島環境フォーラム 41
渓流保護ネットワーク・砂防ダムを考

える
80 成瀬ダムをストップさせる会

3 アサザ基金 42
子守唄の里・五木を育む清流川辺川

を守る県民の会
81 日進自然観察会

4 旭川・森と川ネット２１ 43
ザ・フォレストレンジャーズ　代表　市

川守弘
82 日本湿地ネットワーク

5 浅川・千曲川等治水対策会議 44 相模川キャンプインシンポジウム 83 東久留米の水と景観を守る会

6
浅川ダム建設予定地の再調査を要望

する会
45 三番瀬を守る会 84 東久留米湧水・清流保全条例研究会

7 荒瀬ダムの撤去を求める会 46 三番瀬を守る署名ネットワーク 85 肱川・水と緑の会

8
伊賀の特別天然記念物オオサンショ

ウウオを守る会
47 サンルダム建設を考える集い 86 肱川の清流と自然を守る会

9 NPO法人 伊賀・水と緑の会 48
自主・平和・民主のための広範な国民

連合長崎
87 肱川漁業協同組合

10
石木川の清流を守り、川棚川の治水

を考える会
49 自然林再生ネットワーク 88

平取ダム建設で失われる自然を守る

会

11
石木ダム建設絶対反対同盟・ダムか

らふるさとを守る会
50 自然愛・環境問題研究所 89 平取ダム建設問題協議会

12 石木川まもり隊 51 設楽ダムの建設中止！名古屋の会 90 ふるさとの清津川を守る会

13 市川緑の市民フォーラム 52 設楽ダムの建設中止を求める会 91 （社）北海道自然保護協会

14 イテキ・ウエンダム・シサムの会 53 下川自然を考える会 92 北海道自然保護連合

15 稲田地区浅川問題を考える会連絡会 54 下球磨・葦北川漁師組合 93 北海道の森と川を語る会

16 茨城県の水問題を考える市民連絡会 55 新川決壊水害訴訟原告団 94 槇尾川ダムの見直しを求める連絡会

17 ウォーターワッチネットワーク 56 水源開発問題全国連絡会 95 水問題を考える市民の会（佐世保市）

18
内海ダム事業認定取消請求訴訟原告

団
57 STOP八ッ場ダム・市民ネット 96 身近な川を見守る会

19 美しい錦川を未来へ手渡す会 58
清流球磨川・川辺川を未来に手渡す

流域郡市民の会
97 みんなで佐倉市をよくする会

20 美しい球磨川を守る市民の会 59 全国自然保護連合 98 ムダなダムをストップさせる栃木の会

21 国際環境NGO FoE Japan 60 大雪と石狩の自然を守る会 99 メコン・ウォッチ

22 大洲市の住民投票を実現する会 61 脱ダムネット関西 100 最上小国川の真の治水を考える会

23 太田川ダム研究会 62 多摩の地下水を守る会 101 やつしろ川漁師組合

24 奥胎内ダムを考える会 63 玉川峡（紀伊丹生川）を守る会 102 「やまんたろ・かわんたろ」の会

25 落合川の小渓谷を保存する会 64 ダム反対鹿沼市民協議会 103 山鳥坂の自然を守る会

26 海上の森野鳥の会 65 胆振日高高校退職教職員の会 104 八ッ場あしたの会

27 ガウスネット 66 千葉の干潟を守る会 105
八ッ場ダムをストップさせる市民連絡

会

28 霞ヶ浦・北浦をよくする市民連絡会義 67 千葉県自然保護連合 106 八ッ場ダムをストップさせる群馬の会

29 霞ヶ浦導水事業を考える県民会議 68 千葉県野鳥の会 107 八ッ場ダムをストップさせる茨城の会

30 川辺川・福岡の会 69 導水路はいらない！愛知の会 108 八ッ場ダムをストップさせる埼玉の会

31
川辺川土地改良事業組合の税金の

ムダ使いを考える住民の会
70

当別ダム周辺の環境を考える市民連

絡会
109 八ッ場ダムをストップさせる千葉の会

32 川辺川・東京の会 71 十勝自然保護協会 110 八ッ場ダムをストップさせる東京の会

33 川辺川を守りたい女性たちの会 72 利根川・江戸川流域ネットワーク 111 ユウパリコザクラの会

34 寒霞渓の自然を守る連合会 73 利根川流域市民委員会 112 吉野川みんなの会

35 環境会議・諏訪 74 利根川の水と自然を守る取手連絡会 113 リニア・市民ネット

36 環境ネットワーク旭川地球村 75 苫小牧の自然を守る会 114 路木ダムを考える河浦住民の会

37 環境共育を考える会 76 富川北一丁目沙流川被害者の会 115
渡良瀬遊水池を守る利根川流域住民

協議会

38 環瀬戸内海会議 77 長沼浅川千曲川の治水を考える会

39 九州住民ネットワーク 78
〈長野の開発と環境を考える〉信州ラ

プソデイ


