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平成27年度 第4回長崎県公共事業評価監視委員会

議事次第

日時：平成27年8月24日〈月） 1 4時～

揚所：長崎西彼農協ビル 4階大会議室（長崎市元船町5-1)

1 .開会

事務局より報告

2. 委員会審議

詳細審議対象事業の説明・審議

3. 閉会



平成27年度第4園長崎県公共事業評価監視委員会
再評価事業位置図
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平成27年度再評価対象事業一覧表（第4回）
~·喝圃，－·・，，，，E •＂ー

11111肘回 高野信の拠点

E書E理号
工畑恵MR 栂野信の ..道”の貌況及び見通み 費用錦虫歯泉分続 コスJiトぴ錨.，. 前田富II針応方針

11111名 鎗録名
窓震 事a箇扇 lllllli~ 着工 発7t偲円3 11111 守~......帥 ."!:1., 宮f!~ 品＇::ta 土It位．計関箇連へ事の織位の置状況づ

社会経潰 地の元怠Z向専 B/C 分街ts砲の 年百E 【阪銀》
主体 情”のR化 代也窓立IIの

止届：自白 "fli:RI! ｛億円3 同 m t信同3 t億円》 白初 甥行 要因の度化 可能怪の有傭

S48 H28 285.0 
。長崎県総合計図 ダム..への

0111叡川水系 理地翻解4のEを者買得の収て約が．8 完

・・E点工資軍備修期産簡正延微の量長t時と河川 血カitヨンヲリートゲム
社”会の継変続化情

珂Ill§偏1¥本方針
の用見地取直得しに及よぴるヱエ事鯛ヱ箆砲

代u案と比鮫
-6 河川総合開発事怠 右木ダム 県 川伺町 ダム高H=55. 4m ・．．・．． ーーーー， 158.00 55.4 93.9 9.3 117.7 7し．ダてムい姐るー 1.27 1.25 しj現行計画. H23 fll；範

｛個別｝ 縫羽長L=234.Om OJll関川水ii¥ ,ll! 方． 也股 が優位

t・，，p 河川監備計図 に反対してい
る方もIIって
いる．

S48 H34 285.D 

後12回目以降の湾鰐笛の樋合.r当旬』Iま『前回』とlll!IAえている．
*2m勉のilt:f>率l主上段l孟『予llベースJ.下段は（ )fl創孟『契約ベース』である．



チェ．ックリストによる河川事業の再評価項目

ダム名 石木ダム 事業名
川柳川河川

事業区間
重力式コンクリートダム

総合開発事業 （ダム高H=55.4目、堤頂長L=234.Om) 

再 評 価 の実施理由 社会経済情勢の変化（工期の変更）

未着工或は事業が長期化している理由 用地買収未完了のため

事
事 業 目 的 洪水に対してダムにより洪水調節を行い、河川の氾濫を軽減する．

業 事 業 実 施 内 n廿』 ダム建設、付替道路

内 上位計画における位置づけ 川細川水系河川整備計画
:f:』t' 

目標流量（山道橋地点） l, 130m3/s 治水安全度 1I1 o o年
事業採択年 昭和48年度 用地着手年 平成9年度 工事着手年｜平成21年度

事 全体事業費 2 8 5億円 投資事業費 1 5 8億円（進捗率55. 4 %) 
業 （内用地費） ( 1 1 5億円｝ （内用地費） 1 0 8億円（進捗率93. 9 %) 
の
進 現時点で用地及び補償契約が約8割完了し、付替道路工事に平成21年1月に

捗 事業進捗状況 着手し中断していたが、平成27年6月から再開している．

状 買収面積（m2) 81. 1 %、移転家屋（戸） 80. 6%、地植者数｛世帯） 86. 8% 
況

一連の整備効果の発現状況 ｜事業完了後に効果を発現する

現状での課題 早期完成（平成34年度完成予定）を目指している

災害発生時影響（想定氾濫区峨内）

①浸水戸数 l, 4 6 6戸（浸水想定区域面積 129ha)

②農地浸水面積 8. 4 ha 

事 ③重要な公共施設等 ． JR.国道．県道‘町道.n・ ~tンター、川棚郵便局、川棚町役場
業 ④災害弱者関連施設 ． 保育園、幼稚園、学童、ヂイザーピ ~tンター、グ jトアホ－A
目

⑤その他 佐世保市取水施設、川棚町上水道的

事 過去の災害実績

業 関
、①主な災害年 昭和23年、平成2年

を す

巡 る ②浸水戸数 昭和23年：床上800戸．床下1.200戸、平成2年：床上97戸、床下287戸
る 緒

③農地浸水面積 昭和23年： 125h a、平成2年： 74ha 
社 状

会 況 ④重要な公共施設等 ． JR.国道．県道‘町道‘n・Atンター、川棚郵便局、川棚町役場等

情 ⑤災害弱者関連施設 ． 保育岡、幼稚園、学童、デイトピスセンター、グjトアホーム
勢 ⑥その他 佐世保市取水施設、川棚町上水道
等
の 災害発生危険度

変 ①改修目標流量に対する現況 流下能力の割合： 90%程度 現況1.020m3/s÷計画1,130m3/s
化

②現況の治水安全度 1/50 相当

①地域開発の状況 ． 採石場による開発が行われている．

②地域の協力体制 県議会、町議会、市議会が建設促進の決議を行っている。
地

佐世保市水道施設整備事業及び、県道嬉野川棚線改良事業域 ③関連事業との整合性の変化
の と整合を図りながら整備を実施する。

状 ④地域の事業に対する社会的 洪水氾濫被害及び渇水被害に対する安全度の確保のため、
況 評価 事業の早期完成が望まれている．

⑤事業の状況
付替道路工事に着手するなど、進捗は図られている．

費 治水経演調査マニュアル（案）改定｛平成17年4月）に基づき分析
用
対 総便益（B) 34, 197百万円
効
果 総費用（C) 27. 270百万円

分
折 B/C= I. 25 

再評価にまる今後の対応方針 事業継続



第4回長崎県公共事業評価監視委員会資料

平成27年8月

長崎県土木部河川課

＜目 次＞
石木ダム事業の再評価の審議経過 p 2 

2. 石木ダム事業の概要 P4  

3. 事業の主な経緯 p 1 1 

4. 第一者機関の設置経緯と説明会 P13 

5. 佐世保市水道施設整備事業再評価く報告＞ P17 

6. 工事の状況 P25 

7. 用地取得の状況 P27 

8. 工期の蛮更 P29 

9. 治水計画 P30 

10. 費用苅効果分析 （8/C) P43 

11. 治水代替案の比較 P47 

12. 流水の正常な機能の維持 P67 

13. 対応方針 〈原案〉 P77 
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1 .再評価の審議経過

河川ー 1 川繍川河川総合開発事業の経総
工期 111￥貧

B/C ~ 婆事鍋鐙過 Pil平価の理幽
着工 完了 ｛趨向｝

rn1包帯段（H10新規経価｝ 10年間継続 548 1600 1 98 
彼会ダムcmカ式コンクリートダム・ロッワフィル1

H20 
ダムllliH=58Sm V=229, OOOm, 

信雄俊市湾t事情（HlJI 計画lfi水.6万m• 8 

筏合ダム（’力主主コンヲリートダム・ロッヲフィル｝
第2包容t華（H15) I耳E事情後5年経過 548 H20 297 0 1.18 

ダム1>¥H=58.Sm V=229, ooom> 

佐11!保市高.1f価（H16) E耳S孝信!ks年経過 昔ti!iil!i水量をa万m'Bに見直Eし

!i¥3図.，轟（H16)
lfl~の経過緑告
rダム規恨の見直しを行い、平成17年度に雨宮締J

li¥4図奮li(H可7)
司lltの綬過報告

f河川書苦情計画倹·~~tt会途中経過線告』

2師団審織（H18)
!JI＊の経過報告
「河川｜銭備計画倹討E自民会経過報告J

!f,6図書館（H19) Ill棚川水系河川主主側It盟問玉与の純告 548 H28 2850 1 43 
111カ弐コンフリートダム
ダム;ll;H=554m E量TJl:llL=440Om 

i在t量保市再S軍備（H19) ヰ士会経済怖”の急激な変化 計画ll2氷患を4万m'1BにR吏．自慢年llH29

・5

第？回審llCH23) 社会経ヨヰf商事守の変化 548 H28 285 0 1 27 
電力支コンヲリートダム
ダム高H=554m 従班長L=234 Om 

， 
後世保市再S幸信（H253 15 理E工1l卸値 自慢竿鹿H36

．． 

li¥8図書l量（H27・今回） 社会島fS町制併の変化｛工期変更｝ 548 H34 285 0 1.25 
蹟カ式コンヴリートダム
ダム高H=554m ~量刑-ll:L=234 Om 
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2.石木ダムの事業概要＜位置図＞

・県；旬川課が管理するダム
35ダムが完成

• • ,. .... 1 t・県が建設を進めているダム
三国d I 石木ダム、浦上ダム（長崎水害緊急ダム事業〉
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2.石木ダム事業概要＜川棚川の流域 ＞

＋ 
よ世思Jj.:
t害問！＇！＇：：： II 

川棚川は県が管理する＝級沼川
流i致面櫛 81.4km2 （県内21.立）
j司川延長 19.4km （県内31立）

石木ダム誼段予定地

凡例・：基準地点及び正常流盆鐙定地点
：流峨界
：市町村界

円 ：ニ級河川区間
：操界

2.石木ダム事業概要＜石木ダムの位置＞

OJll繍Jllの河口から2km上流が、右木川合流点で、
その合流点から2km上流が

5 

6 



石木ダム事業概要＜目的・進捗状況＞2. 

11 JllU!llJllの治水基準点である山側点において 邸高水流盟 ｜ 
I 1.400m3/sを銃殺野／引IIダムと石木ダムで1,130m3/slこ調節する ｜
I ~め、石木ダムでは治水容毘 1.950.000m3を確保する。 ｜ 

11現在使用している水道用水1目当疋り22.500m3（うち佐位保市 ｜ 
I 15.000m3、川糊町7500m3）、ダム下流の毘事選用水、沼川潔演を ｜
｜総i奇するための氷源として、不特定寄毘 740.000m3を確保する。 I 

0石木ダムの目的

｜① 洪水調節

庖 流水の正常な機能の維持

1主回1宗市の水道用水1臼当たり40.000m3を確保するための水源と
レて、新線利水容橿2.490.000m3を確保する。

｜③ 水道用水の供給

0事業費

総事業費： 2851患円
負担額 ：治水約 185億円 け／2国主交通省消鈎〉

利水約10 0億円 （1/3厚生労働省補勘〉

平成26年度の事業費： 15. 0億円
平成27年度の事業費： 9. 3億円

0貯水池容量配分図

ダム天鏑II高 EL73.6m 

ザーチ←ジ水位 EL69加

治将軍 1.950,000m3① 同

E
C
O
O－O

∞F
．

凶

マ

j
E
C
C
D
d
∞
司
副

同 施行済みの事滋賀

約1581Q円

0事業の進捗状況

平成26年度までに

約55%の事援費を施行

残家主誕貨

車：9127億円

制
御
M
胃
盆
輔
副
国
骨

常時涜家位 EL63.3m マ

利水書量 3,230.000m3 _ 

（ 献のil~iiii~..鱒）ヱ
水混用水 畠

．低水位且 44.2m -

t量砂I量 300,000m3 

.彊地鍾且 18.2m

7 

石木ダム事業概要＜ダムの構造＞2. 

4m、長さ234mのダムを建設します。

!! 

事築費

ダム軸

g可
目
的

&t官以lll彼1q~6J11!舗匂告E宣郷1自先

2，~ro1 1 1 m以Jll水系石本川

1Jl7Ji¥コンクリートダ心

234.0m 

285侮fl)

高 ll.6aダふ夫，.程高 一
高 ss.a.~－~~ージ紬宮
底 633・附創刊

5100.αお耐

5.400庄町n~

55.4m 

η主3貯水否患

智旬
開

を志望'r＊~重量

~ J買~

淘 川名

置

王完

信

!I!' 

左
岸

高さ55.・518万トンの水を貯めるために、

図平面

~ 
右
岸

｛健
司
、
）
岡
田
慰

8 図面断準4票

判~証明J... ~J~r· 

図面2
州下

~＂＇－JtkC:友n.s... 



2.石木ダム事業概要＜付替道路工事＞

0付替道路工事の目的
ダ心建設により現況の県道嬉野川棚線、町道中ノ川内線、
昭道岩屋線などの一部区聞が水没するため、 道路の｛寸琶を
行います。

0石木ダムの付替道路計画
県連1路線、町道4路線、段通1路線の合計6路線、約7km

町道下木犠G

北 計画平面概略図

t%ar遭JllB巨木泊.

ダム

…「／

9 

石木ダム事業概要＜石木ダム及び貯水池＞
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3.事業の主な経緯（1/2) 

昭和48年度

昭和50年度

実施計画調査

建設事業採択、高手

。色王C57年 5刀2・1円 よl也収用j五に誌つく；~~D （ん6月3日〉

平成 2年 7月 2日 集中豪雨により川棚川流践が氾濫

平成 6年 8月～平成7年 4月 佐世保市大渇水（264日間制限給水〉

平成 9年11月298 jコ失補偏基準の待勺

平成1Q主 12El10日 県弘共霊業再評価（継続実施〉

平成12年 1月21日 代替地造成工事苦手 CH 1 4. 6完成〉

平成15年 6月 3日 代替墓地造成工事告手（ト115. 1 0完成〉

平成15年 8同27日 限公共事挙直評価 f継錨塞血L
平成16年11月15日 佐世保市水道水源整備事態再許価監視委員会 計画取水留を4万トンに蛮更

事業継続を市長ヘ答申

!JI成斗ヱ主＿2且2..3£l」虫土よ芸歪業副直監盟委員会込副主霊薬毘直μ頭告」輩望組銃確認L
平成17年11月18日 Jll:tllll川水系j司川整備基本方針の同意（）司｝｜｜法第16条〉

平成19年 3月30白 川棚J11水系；司川整備計画の同意 〈苅川法第16条2)

平成19_5 て月 5日 県訟法重業高評価へ川棚川水京iQJJlI整備計画の間意を報告（継続実施〉

主底上包主上2：月 28日」 左世俣市水道施設整備!JJ.業百盟i匝歪量盆i霊業継続を妥当 l司同標年度2_9年

平成20年 3月29日 県条例に基づく環境影~評価の手続き完了
11 

3.事業の主な経緯（2/2)

平成21年11月 9 [-] 九~11111~万整備局へiJJ史認定fl3g古里｝提出ー

平成22年 3月24日～7月23日 柑詰垣間工主に石工
＝キ反苅沢の陸正 当話し合いを行うため一時体広

平成23豆一_6月 13日 県位差霊業亘評価 （継続実施〉＝金一塁誠28年E完成

平成24年 6月11日

平成25年 3月1盆日

中成25年 9月 6日

平成26年 7月30日

平成26年 8月 7日

i1! RY. 2 6年 9月 5£.J 

平成26笠 11月25日

平成27年 3月24日

平成27年 5月19口

平成27年 6月22円

平成27年 7月 817:1 

取成27~

’－t
 

’
 

’
 

’
 －

 国がダム事業継続とする補制金交付に係る苅応方針決定

佳世j墨車産道路設整備謹箆菌霊血歪墨金工重一議総統を震当上三E控宅瓦36卒

占来認定告示

1す醤道路工事にむ工 （～8月7日〉
＝争反苅派の悶庄 司 結晶者がtbるまで一時休i上

旬醤道路工事の通行妨宮芸比の仮処分申立

土地の収用裁決申凶及ひ明器誌；~申立を行う〈迂回む~3EB)

エi也の収用説決申埼に町lづて7)手町開始 fタム本体周辺周辺〉 ； 
国替道路工事の通行妨宮詰比の仮処分決定 ← ーーーーーー申ーーーーー’

伺語道路工事再開
＝今反刻i＊の妨宮＝宇説伺 ...：：：｝ 6月12自 己主

i在利取得 .BJ.j；度の勤5｝~ c市成26年9月5日中g1・1治）

県公共事婁高評価 ＝今 I/ZR£34i.芝居F完成予言F
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4.第三者機関の設置経過と説明会（ 1/4)

① 沼川 整備基本方針 ・沼川整備計画策定 〈沼川法〉

川棚 川水系沼川整備計画検討委員会 平成17年10月14日～平成19年1月23日 11回開催

.ijl成 18年10月19白 川棚川水系川づくり蕊見交i集会 （波佐見町総合文化会館）20名出席
平成18年 10月24白 川棚川水系川づくり癒見交役会（J川棚町公会堂〉 82名出席

・平成9年の沼川法改正により、淘川管理者は、これまでの「工事実施基本計画」に代わり、長期
的な j司川整備の基本となるべき方針を示す「濁川整備基本万針」 （沼川法第16条〉と、当面
（概ね30年間〉の具体的な淘川整備の内寄を示す r~司川整備計画J 〈淘川活第16条の2）を

策定することとなり、川細川水系についても rJll棚川沼川整備計画桟討委員会Jにおいて、 j司川
整備のあり万に関し審議し、治水計画を策定している。・審議項目は、治水計画、淘道計画、経済位の般討、正常流笛 ・補給計画、 j司川環境桟詞・委員構成は、沼川工学、経済、i覇l走、歴史文化、原観、水利関係、i也元代表、地元行政

② 環境アセスメント 〈県条例〉

長崎県境影響評価 審査会 平成19年9月6白、10月16日、11月14日 3回開催

平成19fl:7月19日 長氏『耳目i克髭醤評同条例に忍つくぷ偽説明会 Oil綱初公会堂〉 59g出馬

・環境アセスメントの審査の透明性、客観性を確保する疋め、環涜アセスメントの項目などについ
て調査、審議を行う機関として、学路経験者からなる長崎県環m影響評価審査会を設置している。・石木ダム工事についても、大気環民、水環民等、宝物に係る環i克、人と自然 ・文化的環境、現民
負荷等についての予測及び評価を実施レている。

4.第三者機関の設置経過と説明会（2/4)

③ダム様証
今後の治 水対策 のあり方に関する有識者会議 平成24年4月26日開催

平成23年2月188～3月22日 ダム後ailにおけるハフリックコメント J患見目度出主主741牢
平成23年3月 68 ダム倹証における怠見交i員。11!閥均ゆ央公民館〉 190名出席

平成23年3月11 8 ダム倹証にお付る関係住民脱明会 （長崎録央震祭共同暗合川同支店〉 a2g出席

国主交通省は 「できるだけダ心にたよらない治水」への政策転換を進める疋め、平成21年12 
月に f今後の治氷河策のあり方に関する有識者会議Jを設置し、県が償却した治水利水の結果に
ついて怠見を隠さ、国が刻応方針を決定。
償却項目は、治水 ・新規利水・ 流水の正常な搬出の維持の河策案、石木ダムの総合評価結果。

④事業認定※1（土地収用法※2)

社会資本整備審議会 平成25~6月7日開催

－ 事Ji!，の主I主主怠にコ山て：uJするのが，fXI$.定
手'f..2 塞型車に遣会する・吏／.）＇を私.riするための手主主について~＇のているのがTt:!JV/0$

平成25fl:3F.l 2 2臼～238 !jg英語定公E事会 （JII!窃ll'J公会堂〉公述人201Jl ~陪6句2008出席

・事業認定処分に貝＆j'jがある揚合、事業認定庁は社会資本整備審話会の意見を聴いて、 事業認定の
可否を判断。・事業認定での富百項目は、事業計画〈治水 ・利水〉 、公益性、合理性等。

平成21年 10月23自 主till収用涯に亙づく事前脱明会 （JII湖町公会室〉
平成21fl:11月 68 :ti也収用j去に控づく事前脱明会 （良崎県央忽綴共同組合川期支店〉

平成21年 12月7口～218SH髭認定$＆1!1図白の制’ー朗問中の意見包の毘出

約2008出席
約150名出席

190通

13 
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4.第三者機関の設置経過と説明会（3/4） 〔訂正〕

⑤国土交通省所管公共事業の再評価
長崎県公共事業評監視委員会
平成19年度 1回開催 ＝今「事業継続」 Ill棚川水系沼川整備計画同意の報告

平成23f手度 2回開催 ＝今「事業継続J

・国主交通省所管公共事業の再評価実施要領！こ基づき、長崎県が実施。・事業深沢後I0年間経過以降は原則5年経過ごとに実施。・ダム様aiEIこ係る再評価では、 利水計画及び利水代替震についても審議。その他は治氷のみ審議。

⑥水道施設整備事業の再評価

佐世保市水道水源整備事業再評価監視委員会
平成19年度 3回開催 ＝争「当該事業の再評価は妥当であり、 事業継続が適当であると判定」

佐世保市上下水道事業経営験討委員会
平成24年度 3回開催 ＝争「事提を継続していくことが妥当であると判断」

水道施設整備事業の評価の実施要領に基づき、 佐世保市が実施。
事業採択後10年間経過以降は原則5年経過ごとに実施。

I ' なお、水道水源開発のための本体工事又は本体関連工事の苔手前の適切な時期又は着工後！こ評価
｜ を実施した揚合には、以降10年間評価を要しないものとする。

4.第三者機関の設置経過と説明会（4/4)

平成18王手10月・19日 川棚J11水系川づくり意見交i員会（波佐見町総合文｛じ会館〉 20包出席

平成18年10月24日川棚川｜水系川っくり忘見受換金〈川棚町公会堂〉 82名出席

里民ユ丘主~且26日百木ダム駐画湿箆変更脱現主立川蹴田谷会堂） 78-8出直

平成19年 7月19日長崎以現i克影響評価条例に墨つくw偏説明会 （川棚町公会堂〉 59名出席

平成之旦主ーヱ月2丘旦」H蹴盟国ζ週立去重態位置説盟国品〈山棚血心会裳〉 101名出席

平陸フ 1a 8同 2円 石木ゲム事業に闘する続日開会（｛存~j果市丙t向灰公民館、早舷i拘区公民盤ミ

酉地区：鈎1五_Q_g出露

軍服i斜灰：制19気出席

主庇2.11L8.EL.3.且五室ダA堕塞ζ闇立~説明会i長掴県央農援基盟組合JJl制支店ユ___j,9_2♀＿Q_g出血

平成ク1年 8同 10円 朽木ゲムm業に関する組日肉食 （｛空間1果市相浦守所〉 制 180名出席

平成21年10月23日 主i也収用法に基づく事前説明会 (J11略目町公会堂〉 約200名出席

平成21年11月 6日土地収用活に基づく事前説明会 〈長崎県央農業共同組合川棚支店〉 約 150名出席

平成21年12月7日～21目 撃業認定申問図箇の縦覧期間申の意見自の提出 190通

平成23年2月18日～3月22日 ダム様証におけるパブリックコメント 意見白提出叡74i牛

平成23年3月 6日 夕ム岐6if.における意見交i負〈川棚町中央公琵館） 1 90名出席

平成23年3月11日 ダム桟証における関係住民説明会（長崎県央農業共同組合川期支店〉 82名出席

平成25'.CF3月22日～23日 事業認定公蹄会 CJ川棚町公会堂〉 公述人20組 憶聴者約200名出席

~庇之阜主豆El 1 9 日一一反~汲6団陸盟公閤質問拡ι閤ヨ：る脱閉会i息庁〉 組豆旦孟出席

平成26乏f;6周 21同 店 刻 派6岡i窓の公開笥問状lこ関する知閉会（Jll原公民館〉 約 40名出席

平庇之阜主.LEI1 1日」一盟E弘、民館lこ玉盟抵_m昆_J[I長が包囲j杢と白面談 。』毘訟民館〉一一血豆旦Z出席

平殴フ6fl:8周 3円 短剣派6悶｛本の公開笛問状に関する開閉会（｝｜｜原公民館ミ 約40乞f十，f高
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5.佐世保市水道施設整備事業再評価＜報告＞

平成19年 12月28日 佐世保市水道施設整備事業再評価委員会
「事業継続を妥当J＝今 §liff:Flff2 91:/= 

平成25年 3月14日 佐世保市上下水道事業経営償討委員会
「事業継続を妥当J司 §IJf.年度36年

平成25年 9月 6日 事業認定告示

く水道施設盤備事業の評価の実施要領と細目 披粋＞ ｜ 

第2 河設店主及び実施時期 ｜ 

( 1 ）評価を実施する事業は、水道施訟整備に係る国臨補朗窃諜及び狙立行政法人水資源機構力T実施 1

する郡諜とする。ただし、 災害復旧に係るものは隙く。
(3）再評価は、原則として、事業採択後5年を経過して釆む手の郡鑓及び10年を経過して継続中

の事提を河象年、10年間経過以降は原則5年経過ごとに実施するものとする。

細目 第3 再評価日喜朗
再評価時期については、原則霊領の第2(3）に定められているとおり実施するちのであるが、

L一一価に加え、木体工事又は本体関連工事の百工前の適切な時期に評価を実施するものとする。

なお、本体工事又は本体関連工事の百手前の適切なB喜朗又はむ手後に評価を実施した堀合は、
以降10年間評価を要しないものとする。

5.佐世保市水道施設整備事業再評価＜報告＞

水需要予測の目的
．水道の将来にわたって安定供給を確保するために備えてお付き水道施設の能力を算出する

安定供給とは・・・

水道が「国民の健康で文化的な最｛~限の生
活Jを支える最も基礎的な社会基盤である
だめ、

e；~水のときにでち
・＊道使用者1Jt使いたいときに （365824時間〉

・水道使用者が使い疋い．を

・・・不断に｛共!3できるようにすること

水道法が定める、
水道事業者の量大の使命

内なごむ

備えておくべき水道施股の能力（器の大きさ〉とは・．．

将来の安定供給を確保することが目的であるため、

・将来の市民の水需型への刈応
・安定供絡を臨書するリスクへの備え
・施位の運用上のリスクへの備え
・8102や災害への備え

10 の潟水
等がある

~ 』

・・・などに河応できる能力

仁亙コ le大100棚 氷
を浄水JIに供鎗す
る能力が必要

この数字の将来
予測を行うのが
『水需要予測j

の自的

今l主、弁戸5を併用してい

るけど、将来は弁戸を使
わなくなる

17 

'dil紛1)1上図の「多~と込の揮者!2 7 0 φ泥水等 1 0=80Jに刻応する支績也、
総録の恋..レが」こ図の r1.1<~1ig:IJ 1 OOJに河応ずる実！lil.!I.昭初20汗以

Bl:ICI:水源不足の状!!Jl.)ll;¥いており、安定供車31)1健保できていない． 18 



5.報告利水計画＜佐世保市の渇水の状況＞
0佐世保市の渇水（昭和50年以降〉

給水制限の実施に至った渇水

きl_?.;4_：噴明断配管l民日数1.：！ ~児ーー
最大43時間断水・制限回数264日間

・圃：r!E~目指E:ヨ長週・

~ 
圃E蔀賓~ヨ・ 減圧給水制限・制限日数8日間

~苛l!Eヨヨ圃 減圧給水制限・制限日数160日間

給水管制隈の実施直附に雨が陪つで回避できた渇水

・lffiI剤事E軍司・ 24時間断水の実biの前日に201仰の降雨

圃E喜吉宮主宰司園 給水制限実施の2週間前｜こ65酬の降雨

E胃罰百E軍司E給水制限実施の10臼附に91mmの降雨

~問団E軍司 給水制限実施の2週間前に1 42mmの降雨

園自芳男軍事I24時間断水の尖即日附こ14加の降雨

lホ

•::!fill：誕生軍司・ ~勘定Eヨn111・量 JU:!盛正量
・節水広級

・3畠水対策本節

など

IE軍事E軍司・ E軍査官官軍竃 .出掛・割程Jヨ1t:ill・
IE軍軍E軍司置 IR::Ji1糧IE;~·－ m::JDタ」ICE;~·ョ・

務平成7年度『立大渇水とは別の時期｛’2/l)l~/I渇水の危喰とはったもの．

詔初5 0~干以授の37f干時で ・

・給水制限 4回

（うち断水2回）

・断水直前 5回

・渇水警戒 9回

計 1 8回

is氷制緩状況

’ 
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5.報告利水計画＜水道水源の施設規模＞

算定の手順（水道施設設計指針）

｛一色 l A 一台
突日用 ー円｜日社
編平造 fl I平圃

】害別出斗凶器塁
収 ドーで悶 ｜ほ別

議 仁ヨ111議

75,542ni'／日

一討
H直
平

署
眼
水-

84,685nず／日

一計
口l勘
平

選
水
晶4

105,461 ni'/B 117,178m／日

水備

水る

時1i ~
計
画

一
日
鼠
穴
給
水
面

①~：生以冷 俊［ 計画負i神

常時給水を確保するために必要となる水道水源の規模

0夏揚などの氷需要のピークの時期でも給水できる

0浄水口スや作業用水、 漏水、事政発生時のパックアップなどに苅応できる

① 作業用水や漏水などの水量を反映 〈漏水対策が進められることを前提としたちの〉

② 年間のピーク時の水量に換算 （過去の実績に基づくちの〉

③ 浄水ロスや事故発生時のパックアップ能力 l 
厚生労働省の『水道施訟訟計指針』に示されている手II闘に基づき、水需要予測を実施する必要がある。

（国康補助継続の要件）
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利水計画＜水需要予測＞報告5
 

450.000 

400.000 院
本
IX 

350.000 峰

内
人
口
《

人

200.000 

日0.000

100000 

300.000 

250.000 

0佐世保市の水需要予測
I 

’ 有叙水量量

｜ ｜ 同同・－－．． ‘島町・『．』

一
」，y

I I 

生活用水

75.542m3／包

『

調陸務.g鎌期水

鎗水区鎌内人口

｜｜ 
一

『’

． 
エ渇用水 .... 

司，

40.000 

30.000 

20.000 

10.000 

80.000 

70,000 

60.000 

50.000 

ホ

a
q
m／
g
u

50000 
H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 !ii日瓦会問 H27 H28 iiie fi3o H31 H32 H33 H34 附 H36 年

。

r.司脱t量郷市におりるl入18当りの生活問水鼠
＂＂つE鳩 J・－ti:• ,.. ~！＇ 

’今後も減少傾向を紙けると予測

itli<l氷人Oは減少する．一人当たり水Qld.、今後、：l'Mくが熊11
れば1余f司に回復する．総ロとしてId.償ぱいにHi移すると予浪j• 

..  軍需哩置圃

217 
217 

~·6 

1111 ' 1興計易相S

;w b唱 問自

・0主主主な観光施股の似光客の明白日傾向ゃ、地下水使用者（亀岡
水道~g走者〉の7.Jcitiへの結i袋リスク管理を含め若干！！の予測．

大白書毛主主蓄の河~lな水使用形態を、一日霞穴鉛氷室に~切
’に反B'J1さぜるためのitU応． 〈水需主主のi曾加をそのまま表レ

だものではない）・・llElli1Rlll

孟且
‘ 』k

合計 75,542111／日（一日平鈎有収水量）
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利水計画＜水需要予測＞報告5. 

年間の水需要の変動（イメージ）

ダム地点の絡股能力（原水の量）

昔十回取水量 117,178 m＇／自

浄水場地点の浄水の量
浄水口スやE事故等のリスク管理

一日最大給水量 105,461111＇／日
- LM 園且‘

··~皿、圃圃M・‘ー．．．． 圃．．． 
水道メータ地点の浄水の

過去の突綴（実織に12録した
変動絡｝に基づき倹1草

22 

予測された水需要（一日平均有収水量）75.542川／日を、安定供給するために必要な施股能力f;j:117,178nt／日が必要

これに対して、現在佐世保市が保有している施股能力は77,000m＇／日であるため、不足する約40,000ni'／日を新規開発する計画。



5.報告利水計画＜代替案の検討＞

＜代替案検討の結果＞・I4の代替案について横剖

＝今水源不足解消策は、石木ダム以外に有刻な方策がない

。水を貯留する施設を整備する案 ：

①その他のダム、②j弓道タト貯留施設、i3);QJ口l底

2）既設を有苅活用する案 ：

③ダム再開発、⑤他用途ダム容Eの買いよ11、61湖沼開発

3）新しい水源を求める案 ：
⑦水系間導水、⑮流況調整）QI川、 ＠J地下水取水、 市海水淡水化

4）既荏の権利等を再整理する案：

⑪既存水利の転用、＠ダム使用権等の｝展替、・13他事業からの受水

5）その他の案 ：

⑬水源林の保全

， 
I 《参考》主な内容

いずれの方策も、技術・
法制度・開発水量等に
解消できない課題があり、
実現可能性がない。

、
1・地下水取水 ＝辛県北地域の地質構造上、まとまった量の地下水は望めない。
I 過去lこ62カ所のポーリング間査を行ったが、水道水源に使用可能な地下水はなかった。1
1・海水淡水化 司良質な原水（海水）の確保が困雛。 I 

： 塩分等の濃縮排水処理による環境影響や漁業・養殖等への影響が懸念される。 I 

＼ー四ーーー四ー，長？k_C.~-:J比巳そj三九g:>J~JiJ竜自主宰主任者主旬笠え。 ーーーーーーーーーーーー－-... ' 23 

5 ..報告利水計画＜費用対効果分析＞

＜費用苅便益分析の結果＞
・石木夕、ム案について費用便益比を計算

＝今全事業の費用便益比 1 3. 84 
＝今残事業の費用便益比 1 8. 9 1 

頂 目 全事業費

ダム負担金 122億円

費用 建設費 302億円

維持管理賀 201 lii!l円

E十 624億円

生活用被害額 2. 81 4億円

便箇 業務営業用被宮額 5. 657億円

工場用被富額 165億円

8十 8. 636億円

費用便益比 1 3. 84 

残事業

38億円

218億円

2011.意円

457！意円

2. 81 4l:意円

5. 657億円

165億円

8. 636｛患円

L 1 8. 91 」
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6.工事の状況 〈｛寸替道路工事

・経緯

平成22年 1月268 m醤道路工事契約 4工事E
平店主22年 3月24日～7月23日付蓄遷話工事に音工司反河派の阻止

＝今話合いを行うだめ工穆の一時係i上

平成26年 3月25臼 付笛道路工事契総 2工事
平成26年 7月30B～8月7日付替造語工事に芭工＝争反河派の悶比

1 /2) 

一平成21年 11月 事喜美認定申請

・-.!JI成24f王 6月 ダb.倹立

-ill成25年 9月事業誌定告示

平成26f手 8月 78 付琶道路工事の「通行妨害宗11:仮処分命令申立t9Jを良時tt!H混俊也保市支部に度出
平成26年 9月18日通行防雪禁止の仮処分申立第1回冨弓
平成26年 10月24日通行妨害禁止の仮処分申立努2田富男
Iμ成26£1:11月21日 通行防密室長止の仮処分申立第3回審理’
平成26年12月 8日通行防密祭止の仮処分申立 結審
平成27王手 3月24臼 通行防富禁止の仮処分決定
!Jl成27年 5月・19日付笛道路工事再開 ＝キ 6月12日目l也1乍鋭開始

<lul企辺E包丁切の通行間包ぷ・比仮処分命令申立の趣旨＞
1 1資務省らId..別鉱物件目録記践の土地について.I責務者らま疋l副賞務省らと3訟を通じだ第三者をして，立ちふさが

る、座込む．自動磁の駐車、テントの設置その他の万涯により、｛贋4在百及び｛貨ほ笛から委託を受けだ蓄が上記主i也
を大型自蜘HIによる通行を含めて通路として使用することを妨宮しではならない．

2 債務省らは、 2判決定正~の送還の白から5日以内！こ、 別紙物件目t書記般の主池上にあるテント、繊断霧及び同テン
ト内にある1e子等の働産一切をi訟去ぜよ。

3 1翼手五百らが前I員のM間内に前項の各物件を織云しないときは、｛寅慌91d..良時i也汚裁判所佐也保支部叙行宮に債務
怒らの質問で上記告拘i牛をi敏去さぜることができる．

く仮処分決定の内省〉
f$し立ててい疋23人のうち、妨害行為が認められた16人及ひその怠を通じた第三者をして、立ち塞がり、座

込み、＠IDmの駐護、テントの設置その他の万j去により、窓南通行q;の通路として使用することを防奮してはなら
ないJということが留められました．
一方、 gりの7人については、通行筋書しだと認められる疎明がないとして、＠立は却下されまし疋．

6.工事の状況 〈｛寸替道路工事 2/2) 

阪1金収辺
似品目辺

工事名
IJU町ii'1
及ひ.;J;ri 石＂＂ダム ｛百包県道工事（1)

〈〉 貯水；t!Jir.五 E＊－ダム｛司笛奴造工事（2)

日前拙野 :・ 

川棚線ふi

エリIf.( :tな工叫1慨銭

L＝約40αl'I ｝切削 ・l活↑

L＝約22α判 l¥i!削 .rl苦寸 ・UPI<工

付醤県道舘野川棚線

i寸替町透

き当 許事事

＼｛拍町問屋2号線
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ア． 用地 取 得 の 状 況 〈土地収用法の手続きの主な流れ 1 /2) 

事業認定詫・1（手続開始※2）告示｜｜＠ダム貯水池及び付替道路に必要な用地

裁決申請に向けた手続き 〈立入調査、主i白・物件調包の作成、立会い署名押印〉

裁決 申 吾S
B目 ~ ~ダム本体建設に必要な用地

収用委員会の審理 （起業者、土地所有者及び関係人の意見臨取〉

収 用の裁決

県による権利の取得

工地の明渡し

］⑦迂回避路部（工事期間中の暫定道路）用地

※1事業認定は、事業認定庁が第三者の視点で事業の公益性について個別事業法とは別の主i也収用法の観

点から、政めて桟証レ、公益性が認められる場合、その事業を認定する手続きです。

※2石木ダムは事業規穫が大きく、用地取得のための測量や調査、事務手続きの作業白、工事霊及び予算

確保などを総合的に判断した結果、事業認定告示から1年以内に全ての裁決申詰を行うことができな

いため手続き保留の範囲を決め、準備力T整い次第、手続き開始の申立てを行っている。

7.用地取得の状況 〈土地収用法の手続きの主な流れ 2/2)

Im地の;t8妙状況lE軍司貯a刷 」_ J;i;!..11約

主管 7白3干川

貿i<.i!d菌検 I rim；四回目 I I切干而
干，rl)

t事，i'.≪lil
戸｝

~科 1:>1 世帯

13戸

t~tl!-?t ;t I mmi. ιt:.lli I 1 sit易
’世，'r,)

・．．．．．
・・・・・・園周．

c:::::> 

手続閣総を申立て疋i:J胞の~まれる犯すT

i:,99 0. 00011'1、S:rii!91q、公民rm1 f'l 

〈平成271T7月811申立て

7月301113示〉

＼ 帽髄
上辻縁

付醤県道掴野川棚線

tす琶町遺
言冨守警官
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8.工期の変更

＜工期蛮更の理由＞

O位替県道工事の遅れ
・事業認定告示後ち任意解決のために公開質問状への珂応などに時間を要し、 ｛す琶県道工事の琶工時期
が遅れ、ま疋、工事蓄工後ちダム建設に反刻する方々による通行妨害等の行為により、工事の暫定供
用時期が延期となること。

0ダム本体工事の遅れ
－ダム本体工事は限られた期間での完成を目指すだめ、2交替による施工を蓄えていだが、ダム建設に
反苅する方々による抗議や妨害行為がある中での夜間工事の安全確保ができす混乱が想定されること
から、 1交替による施工！こ変更する。

－また、 施工開始時期についても用地の取得が見込め、｛甘替県道工事の暫定供用後とすることから、工
期が延期となること。

9.治水計画＜川棚町の洪水被害＞

昭和23年9月11日
l,!il防が決l哀し、 床よ ・ 床下の浸水綴害が発生した• IS.栄町．平島．上組が符iこ被災を受けた．
川！AA川！こ架かる憾梁で、 JR憾と山道矯以外のすべての僑梁が流出した．

昭和31年8月27日 川棚川の東部地区が大きくi窪防決l褒し、 水田10haが淘原となっ疋。

川湖川のき当立よりよ流i也i妥でlet、各所で堤防が決i蓑した．特に五反田でlct40mも決策レ、泥水が流
出して被害がill!大した。

昭和42£F7月9白 中山地区ではi呈防を越流し、111と首後i也の区別がつかない状況であっ疋。
栄匂付近でlet、 江川憾の郷子まで約50cmまで透している。 ま1三、 JRt認すれすれにt~氷する危践が
主じた。

栄町．信でrctt呈簡を趨流レ、みるみるうちに床下．床上浸水となっ疋.~奇に簡の住宅街及び栄町商
平成2年ア月2日 店街では、人の胸伺近まで水位があがった。これにより、国道もひざまでつかった。

中総も越j飛により、川と背後i也の区別がつかない状況であった．

昭和42年7月8日洪水の状況

・4・・店舗a・・．・・a・・・..，司6 ・4・区・4同．．．． "'' ,. ..• , 

平成2年7iJ洪水の状況

.. ＂＇の仏”で 流れるjl』個川（＇I'成Z年 1fPB fl立から揖お｝

喧豆島 問ー

l ~ 
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9.治水計画＜川棚町のH2洪水被害＞江川橋上流付近

Ill淡水防 川棚川江川橋よ流右岸 現在普段の状況

早~2年7月2日Ii~

Ill洪水崎
川棚川江川橋上流左岸 lJHI情f量の状況

平成2王手7月2自Ii~ 31 

9.治水計画＜ハ｜棚町のH2洪水被害＞江川橋上下流付近

112洪水的 川棚川江川橋下流右岸 現在普段の状況

＼ 
平底2年7.1'!28織~

llll其水筒
川棚川中組地区右岸（野口川合流点） 現tE普段のt景況

I .~~.. ~ I •-'w'· ' . •'•,Ill I I 

団圃• •r百~・ェ ーーー・』『~ E 圃圃圃E盲掴・・llilliLillll・

平成2年7月3目録量5 32 



9.治水計画＜過去の降雨実績と被害状況＞

0川棚町の主な雨量実績と被害状況

発生年月日
雨量（mm)

3時間 24時間
被害状況

昭和23年9月11日 187.6 384.2 
床上浸水 800F 
床下浸水 1200F 

昭和31年8月27日 187.5 279.5 
床上浸水 251戸

床下浸水 550戸

昭和42年7月9日 172.8 222.8 
床上浸水 15戸
床下浸水 113F 

平成2年7月2日 140.0 348.0 
床上浸水 97F 
床下浸水 287F 

川棚川における

計画雨量
203 計画規模1/100400 
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9.治水計画〈洪水調節〉 ＜目的＞

洪水を調節します。
～大雨時の川の増水による被害を軽減し、人々の命とくらしを守ります～

［洪水時のダムの働き］
早常時

仁コ
'Iι 

大雨の暗に、上流からの氷

をダムにためることで、下流

の川に流れる水の置を減らし、

下流の浜水飯吉を軽減します．

大雨時
cコ 大雨後

'fl. 
』ー－圃圃・ー

穴雨のと 81こ
よj況からの水
のー却をため
ることで、淡
水綴窃を円減 ＂＂
レs;-y-.
貯水n:ua.-e合
的に上昇しま
す．

ずム 上流からの水
f、・・ー・・ t:JI減ると、貯
一一一一一 水位の氷（Qld.

徐々に下がり
ます．

む
口一

位
、
に
を
き

氷
て
節
臼
お

は
げ
凋
な
て

段
下
水
婆
け
乱

帥
口
を
浜
山
u
gま

3同’＜•rn1
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9.治水計画＜川棚川濁川整備計画＞治水安全度

0川棚川河川整備計画 〈抜粋〉

4.計画対象期間

O本計画の苅象とする期間は、蝿td3Q隼固とします。

5. ）司川整備計画の目標に関する事項

0洪水による災害の発生の防止又は軽減に
関する事項

・川棚川は、想定氾濫区威内における人口 ・
資産の状況、県内バランス及び昭和23年
9月や昭和31年8月、昭和42年7月等
の水害を考慮し、 川棚川水系河川整備基本
方主ii三おいて概rcuo 0年に1回発生する
規模の降雨によるWtfil.の安全な流下を図る
こととレています。

－整備詰画では、優先自到こ石木川合流点下流
を概ね10 0年にj回発生互5規模の隆菌
による流尽の安舎な流下若手図るとともに、
石木川角流点上流については、概ね30年
に1間発牛する降雨による流言の安全疋溢

下を図ります。

35 

9.治水計画＜川棚川沼川整備計画＞計画高水流量 【一部追加】

0川棚川淘川整備計画 〈販粋〉

6.淘川整備の実施に関する事項

1 ）淘川工事の目的、種類及び施行の揚所に
関する事項

・川棚川水系溜川整備基本方針に位置づけられて
いる洪水調節施設及び淘川の整備のうち、既設
の野／マ川ダムに加えて、支川石木川に五主芝A
を建設レ、計画規援の降雨によD発生する涜E
を基準地点山遵盛＿（沼口か色約2.1km）におい
て1AOOm3/s力t61.130m笠slこ調節します。

・さらに、川棚橋から館橘までの聞について部分
的な沼道の整備を行い、山道橋において計画高
水流量1,130m3/sの安全な流下を図ります。

－支川｜石木川についても、 J11棚川合流点から石木
ダムまでの酒造整備を行い、 JU捌川合流点lζお
いて計画高水流早130m3/sの安舎な流下空間

盟主豆。

｜整備計画では、優先的に石木川合流点下流を筏ね ｜
1 0 0年に1回発生する規般の降雨による流盟の
安全な流下を図る

寓通担傭甚置匝間約11国

－t
’1
1
』

－
 

山
辺
国
明
・

1111 

川棚川計画高水流量配分図
~6- 1 Jiii朝川&i笛腐水m•r.G分留

0川棚川沼川整備基本方針 〈扱粋〉

笠....＊のヒーク~盟理；－Jll-l

~本高＊の

ヒーク：11・
1. 400 

(llllil m s) 

ぷllCS:Hil鹿uに~ !<Jillへの

る関節、~· I a分::i:•

270 I 1. 130 
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9.治水計画＜溜川の計画規模の考え方＞

0流域重要度の評価と淘川計画規模

計画規僚の設定については、 「良崎県ニ級濁川流l或由要度情！京」 、過
去の実績雨量、羽内海川の艶!MIJJH誌等を総合的に評価して、川棚川の
計画線慢ld:1/100が妥当と判断した．

0 「長崎県二級沼川流i哀聾聾俊11$1京」！こ評価項目5項目の肉、 41頁
gが適合レており、 1/1001Jt妥当である。 (3項目以上適合
を基本とする〉

O過去霞大の24時間売りょうId.昭和23年9月118の408.7mm
（佐位俣測候所〉であり、ほlま11αコ相当a

0111棚川は、周波段河川のゆで、氾濫面積、宅1也面l賞、資産額及び

工ta出荷額が早均筒よりも穴さい．また、人口は平均値1重度である．

長崎県二級河川流減量要度僻価指揮と川棚川の状況

計画線被 1130 叩 I11100 Ill繍川

氾澄面積（ha) 30朱潟 30～70 ~ 70以よ 472 

宅地面積 （ha】 10朱濁 10-40 40以上 (::JI 69 
0.5精 lo.s-3 1 3以上人口 ｛千人｝ 2.7 

927 

70 

〔一部追加〕

•2 I 28 I 1 G。

9.治水計画＜計画雨量の決定＞ 〔一部追加）

0基本高水流量設定フロー

m富線l翼の決定

gt~~・の決定

&t函河2聖淡水の選定

~本語E水流・の決定

0計画雨量の決定

・.ll!Ji?される181富の!ll怒、 Ill伎の？震災Mmr;
を邸言尽して決定

I ,, '' 1 100 
・ ~nのE圭~データからfill!

at•で求める

24＇再理t:n・400mm 

・渇去の雨のE霊り乃のうち、一定規！';I以ムの

l.'1りおを19出'l"fる

j＼（...となる9ハターンを！！i:出

• A9自B関減$により、各際局ハターン

の！π・をJUきSfる
UJil'll司地点で匂！;I1. 4 0 O川

※ 1/10 0確率の1時間雨岳

O佐也保観測所 113mm～138mm 

OJll棚川流協 106mm～130mm 

※催定誤差が思小の1/100確率の1時間雨量

O佐世保観測所

1 38mm+3. 4mmニ141. 4mm 

O川棚川流i薮
1 32. 9mm 

・昭和22年から平成6年までの48年間について、佐世保観測所からの権第雨Zの年露大
雨量を確率処理し、 24時間の1/100確率雨置を算定。

・川棚川は、流域面積が81.4 km2であり、 100 km2未満の小流域であることから、
E型拡大での引伸ばしを行う。

－降雨継続時間は、面積の大きさ、 実績降雨の継続時間を考慮して、24時間雨!ilを採用。
＝今24時間雨fi'.!A.OOmm

－洪水到達時間は、クラーへン式により、 38苦闘を採用。
司 3臨国雨豆203mm
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【追加〕治水計画＜計画対象洪水の選定＞9. 

0計画降雨波形一覧表

NO. 洪水名
最大n時間雨宮 ヨ｜仰ぱレ怒

苅象j共水
3時間 24時間 31J苦闘 24時間

1 S23. 9. 1 1降雨 187.6 384.2 1.082 1.041 。
2 S28. 6. 26降雨 87.3 242.0 2.325 1.653 

3 S30. 4. 1 5降雨 111.6 337.4 1.819 1.186 。
4 S32. 7. 25降雨 118.8 328.6 1.709 1.217 。
5 S42. 7. 9降雨 172.8 222.8 1.175 1.795 。
6 S53. 8. 6降雨 79.9 232.1 2.541 1.723 

ア 555. 8. 29降雨 52.6 211.4 3.859 1.892 

8 S57. 7. 23降雨 108.1 204.8 1.878 1.953 。
9 S6 3. 6. 2降雨 98.0 336.7 2.071 1.188 。
10 H1. 7. 28降雨 100.4 252.1 2.022 1.587 。
11 H2. 7. 2降雨 140.0 348.2 1.450 1.149 。
12 H3. 9. 1 4降雨 170.9 208.9 1.188 1.915 。

－確率1/100の24時間雨塁が400mm1/2、すなわち200mm以上
の上2降函を抽出し、引き伸ばし率が21gを大きく超える降雨については棄却
を行い、その結果、 9パターンの降雨波形を泊出。

O国土交通省沼川砂町筏術基準同解説計画縄（｝僻苧〉

｜選定すべき際雨の恕はデータの序在期間の長短に応じて劉じするが、その引き伸ばし取は21g程度にする煽合が多い。
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【一部追加】治水計画＜計画対象洪水の選定＞9. 

till A ..・

降雨

0計画降雨波形

④ S42.7.9 
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0計画降雨波形一覧表
淡水名

軍総路樽 t円im) 引きfall話 " 唱＇＝ rmm〕
3開閉 24E否問畠 3~明間 248昔閉

S23.9.11浜水 187.6 384.2 203.0 4αコ.0
S30.4.15WJ< 111.6 337.4 203.0 428.9 

S32.7.25浜水 118.8 328.6 2030 412.8 

S42.7.9浜水 172 .. 8 22.28 203.0 400.0 

S57.7.23JH7J< 108.1 204.8 203.0 4CXコ.0
S636.2淡水 98.0 336.7 2030 441.7 

H1.7.28l!主水 100.4 252.1 203.0 400.0 

H之72浜水 140.0 348.2 2030 411.2 

H3.9.14浜水 170.9 208.9 203.0 400.0 
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計画高水流量 卜部追加〕． 治水計画＜計画流量＞基本9. 
0貯留関敏定毅一覧表

、．‘a嶋・k置・．一“句一・
!I !1 

；：；＞•・

＂”’ 
、、、‘

“‘ 

，.・』．

‘’3“ 
e・5'’
'"" 

11 

11 

。，

‘－， 
Wtl 

‘...‘ 
ー...、

，．、

1・‘

貯留閲奴の定霊長については、2基準等に基づき一次設定し、
~i"卸値tit突；jllJf直に適合しているかについて、 i流I或に水位観
測所が聾備されだ昭和61年以降の3洪水で俊証。
き十符流出渡形と実績波形がほぼー叡レ、ピーク流量もほぼ
同等となり、誤差もほぼ0.03以下となることを確認。

O洪水調節図

＂＇駒・・－「、 －． 
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，，訓
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1’ 
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..‘’ 
＇＂’ 11－＇＂・－，、．

NO. lit水8
山混t畠I由，；..(m3／心

基本高水沢置 At i!!Ul!l}t!f:• 

1 $23. 9. 1 1潟水 1.127.9 986.1 

2 $30. 4. 1 5潟水 5183 403.9 

3 S32. 7. 25Jt水 416.8 368.1 

4 S42. 7. 9 .. llポ 1.391’ 1.12ら8

5 S57. 7. 23Jり民 800.4 6923 

6 $6 3. 6. 2lJtJJ< 1.032.3 923.3 

7 H1. 7. 28以ぷ 619.8 571.9 

8 H2. 7. 2!H'1< 841.0 763.7 

9 H3. 9. 1 4lJl水 1.051.9 898.1 

銭穴趨（10m3人切り上げ｝ 1.4αコ.0 1.130.0 

0主要洪水による基本、計画高水流

流出量が震大になる
昭和42年7月9日
の降雨をもとに基本
高水流室、計画高水
流霊を決定。

－戸ー戸ー ’・＂°＂＂＇‘

’＂＇＂＂＇、 a・，＿＿.戸F

．，‘＂＇ .......... ！与・a・
ーー凶a悦••1，伽11 ·;A.t

醐

帥

伺
J

’

O国土交通谷河川砂防妓術基諮問解説計画復（領事手）

後創始!'Rで不迫切な降雨を実却されているので、 m草されたハイドログ
ラフ艇の中から、fij:;l¥:j涜寵となるハイドログラフのピーク流震を塁本潟
水のピークj飛毘とする．

ミはゴ；；：：ぷ~

＇~~ゾ比三
,jcz：む5

0主要洪水による洪水調節図

： ~wご：：Ij:

：丈＝：：：ぎ

iにこ；＝
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ダムの治水容量． 治水計画＜計画流量＞流量配分図9. 

~~LJ 

0計画高水流量配分図

‘ーー一ー－

( 1.0・OJ
( 1 010) 

火
村
刊

鴻

［上段］：基本高水深畳

（下段）ι十！！！高水沢.
( 1/100) 

凡伊l

. .基準点

阿「1「
猪
睡
県
川

野々川ダム洪水割節後の流量

1. 3201113/s 
現在の灘下能力

1. 020m3/s 
石木ダムの効果

ー190ml/s 単位： m’A

”aaoood

，．4

町圃・u

・s
・

”trea

－－o－－岬
圃・M

’sa惇
L
T
 

ダムヨE・・EEL 73.6m 

ザーチャージ本位 El69.Bm 

t曹司k’E 1.950.000m • 

’”ll＊位乱 63.3/n 
縛車’量 3230000:n 
t !ll旗由正置er••田組鯖 1
1時制 J 

．低調院飽且 442調

II睡，.300000m' 

日
0石木ダム洪水調節計算結果

守4コ !II水む
流入店 6i派． ll :>WlW• Eナ匝包置 治，；：oa

闘哩
Cm且a叫｝ (r門事..) t，内串『』 VCm勺 I 2V （剛、、S23. 9. 1 1 Jl水 185.6 507 67.5 1.s1aooo 1.895.000 

2 $30. 4. 15汎水 117.7 82 469 931.800 1.119..000 

3 S32. 7. 25JI事 9企3 44 42.41 866.100 1D400αコ
4 $42. 7. 9•時t-.: 280.0 52.3 676 1！洛4,200 1.9コ2.000

1382 5 $57. 7. 23JVJ< 525 569 1.19Cl6C幻 1.429.αX> 

6 S~3. G. 2.ll ；，~ 可52.9 559 685 1.6守9.400 1,944α）（） 8・L安定
7 HI. 7. 28,HZlt 1034 23.0 572 12αJ.200 1 

8 H2. 7. 2JI水 1463 市28 66 1.520.300 1.825.000 

9 1-i3. 9. 14淑m 2104 28.7 642 1.448.900 1.739.000 
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9.治水計画＜計画降雨の比較＞

川棚川の計画雨量は、長崎県内における過去の実績雨量や近年に全国で発生した災
害の雨量と比べてみると、決して過大な量ではなく、 十分起こりうる雨量です。

昭和57£f.7月23日の長崎豪雨

ノ

＼臨掴

一’h 、，M l、
a・Xllllll・・o!<Ie，蜘愉J仇 e ... ~·~，ョ. ., ..... 
.. ・‘..・．．，曹・，... ・・・・・・‘ 雀』，.....，・ft!.l._,.a.,
z・ i..r; .. rn. ，、， . ~ ... ・・ ・・.t-.... t( 1,1・IA忍I・e・..，・.. 
，＿，.，・ ...・む 唱 同町・．．

先生年月．峨刷所名耳 3時間雨量
川樹川II福崎量 ． 

E崎プロック｛豊岡蝿｝ ： 
岨北ブロック｛民崎県｝ ： 
蝿央フロッヲ員崎臨｝ ： 
島園ヲ0ック（Jl岨鋼｝ ： 
E島ブロック｛畏咽All I 
量制。ヲタ（Jltt損〉 ! 
月畠フロラ引豊崎温F圃圃圃圃圃圃園田 i 

Kl• ，九州t鴎曹踊 S.-il~織（ I\必需3

同s12！山口’副議塩t山口車J
HlS9t，車時骨 ....川t轟間嶋】 ! 
刊JS＞拍車措曙 ＂島 OUf.ll . j 

同 6&10車姐車，同 量償湖｛高日蝿l I 
同 6.8-20広島土砂興奮三人{11;島蝿I ' 

1（抽 100

雨量（mm)

3叩 <00 

ft宝ま草月.u劃原告寄 24時間雨量
川織川計画繭量 圃圃圃圃園田園圃圃圃

長崎ブロック｛星崎損1 . ""' 
県北ブロック＜：！Oil淑｝ 園田司ーー司 I 
晶失ブロッヲ長崎曙｝ .. • 

且鳳ブロック｛畏岨All I ’ I 
E晶フロックI畠崎船 ’ ' I 
~VC7,>（墨叩 ー申『 ！ 
珂.5:1ロックt豊崎鵡3 ： 

”，.，九州主陣直硝既日乙姫l!l志畠3
岨HJSWロ直苅 書住f山口瞳】 圃圃圃圃圃・・圃圃・ i
刊誌拍車世号本川 r1a:.&l・・・・・E圃圃圃園

田川也監尚 武島f軍事相 圃圃圃圃圃圃圃圃圃咽

”a‘1-10高知晶車岡轟箆渇 Olli晶3・圃圃圃圃圃圃圃圃圃暗

同＆uolt晶土砂災害 三入｛広島船 田園圃F I → 

0 l伺‘加 U抽

rll量（mm)

9.治水計画＜確率雨量の確認＞

0現計画
・昭和22年～平成6年の48年間の雨量で計算
3時間雨量203mm、24時間雨量400mm

」
800 10曲

－現計画（昭和22年から平成6年までの48年間〉 の水文資料に、至近20年間の
降雨（平成7年～平成26年〉を加えた68年間の水文資料で確率降雨解析を実施。

・現計画の3時間、 24日寺間確率雨量は、今回確率解析を実施した12手法の内、
SLSC歪0.04以下となる手法の霞大と霞小の範囲に値が収まることを確認。

OH27再評価時点
－昭和22年～平成26年の68年間の雨量で確認
3時間雨量180～209mm、24時間雨量371～421mm

現計画における確率雨量が妥当であることを確認
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1 0.費用対効果分析 CB/C）の考え方（1/4)

ダム事業の主な効果 〈白山ω 1 ダム事業費 ω l 
！（①洪水の直接的な被害の防止、 1 
｜ 資産への被害（家屋、農作物なと）｜ ｜ 

い②洪水の間接的な被害の防止 ｝吟治水 ｜
｜ 稼動被害（蛍業停止損失など〉 ' I 
｜〈③流水の正常な機能の維持一一時不特定川
｜ 渇水による被害のf~滅など ｜ 

I 総費用と総便益は割引率を用いて現在価値化して比較一 ＼．． 
費用対効果 CB/C)＝＝総便益（Benefit）÷ 総費用 cc0 s t) 

1 0.費用対効果分析 CB/C）の考え方（2/4)

① 洪水の直接的な被害の防止 1
ト 治 水

② 洪水の間接的な被害の防止 J

－－＝：：：：：：：！.一一一一』，F

氾濫シミュレーション（Jll棚Jll＋石木川〉

邸祭実路前と；）!l:~bt§後の浸水が2量定される区i或をl1<めます．

想定被害額の算出

二三一一_s;=
年平均被害軽減期待額の算定

二三一一_s;;=
石木ダムの年平均被害軽減期待額の算出

－－＝：：：：：！～一一一』，F
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1 0.費用苅効果分析 CB/C）の考え方（3/4) 〔追加〕

0年平均被害軽減期待額の算定結果表

年平均被害軽減期待額 ｜ 沼道改修 ｜ 石木ダム

百万円 l 百万円 ｜ 百万円

1. 721. o I 1.020. 5 I 700. 5 

川棚川と石木川の年平均被害軽減期待額は、酒造
改修と石木ダム事業の効果がそれぞれ含まれてい
ることから、j司道改修による流下能力の増加分と
ダムによる洪水調節raの流量の比率から算定。

川細川氾；芭区既図 1/100 

1 0.費用対郊果分析 CB/C）の考え方（4/4)

43-3 

［ダム事業の主な効果（Benefit) ] ［ ダム事業費（Cost) ] 

総便益費＝約342億円
〈残容価値含む〉

0ダム~股盤備期間の各年のun:礎資を算出
＝キダbl書館賞約185億円

o~廃業完了後ち評価期間（50年間〉に渡る総路
管理費を計上

＝キ縫路管理費約46協円

"i~~日酬明 ｜

総費用とIll便益Iま割引E巨（r=0.04）を用いてE寛容{!i｛車化

総費用＝約272億円

費用苅刻果 CB/C)＝総便益（約342儲用〉 ÷ 総費用〈約272随円〉 二 1. 25 
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1 0.費用対効果分析 CB/C)

0 平成23年6月I3 E3 
県公共事業再評価〈継続実施〉＝今 手成28年度完成予定

①総便益 （8) =30, 546百万円
②総 費 用 CC) =24, 057百万円
③費用便益比 （B/C）二 1. 2ヱ

＜分析基礎の要因の変化＞
－用地取得及び工事工程の見直しによる工期の変更
〈平成28年度当平成34年度〉
・資産獄illと評価額の時点修正

c;台水経済調査マニコアル平成23年2月＝今平成27年2月時点）

0平成27年見直し結果
宝♀鼠28宝写怠実成 ＝今 平成34年度完成予定

①総 便益 （8) =34, 1 97百万円
②総 費 用 （C) 二 27.270百万円
③費用便益比（B/C)= ユ」え豆

1. 0 ..費用対効果分析 CB/C)

＜感度分析評価＞

0工期＋ 10%
費用便益比 CB/C)= j. 24～1. 2 7 

0残事業費＋ 10%
費用便益比 CB/C)= 1. 2 1～1. 3 0 

0資産＋ 10%
費用便益比 CB/C)= j. 2 1～1. 2 9 
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治水代替案の比較

47 

治氷河策震として 「再評価実施要領細目」において示された26策を対象として、JIltlill川流i或での適用の司

否を現行をさむ8案について憤討した結果、コストなどの観点からダム案が盟位と評価レました。
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治水代替案の比較＜ダム験証による代替案位置図＞． 



1 1 ..治水代替案の比較＜遊水地案その1の概要＞

［滋氷土色調Eその1 R元l
。洪水繍節畳 ：ぬOm3/s

｛怠i車総点190m3/s)
G乙関節浩容量 ：830,000m3
＜；！ ；；さ ：約取引till
'4'~氷!SS: . 4よし<9~1鼻水｝

!!UU茸焚用 ．約212億円

遊水地①越流埠部

巳直ヨ． ． 
' ． 

遊水地②越流j是部

位盤図

ザ図
.... ・1 ‘再

仁亙日

一一る＂＂＂ ムムL- 一場，，.......ι－ ・ . 
一一一一一一一一斗.－ -~，，..，.~』比制札一ー一

’J' 
」＂＇－－

.&J.01. ：．之主主~一一」ム元：~~ 

JJ!l 

・遊水地と石木川のj司活改修の用地取得力｛！凶霊 水i也予定地は優良農地であり、約40haが減少する．

t t ..治水代替案の比較＜遊水地案その1の費用内訳＞

白 目 l1f. l:lU 工 fill 量Z g 金 額

1)1書道'l11 141.6億円

迎氷i也 83.2億円

道水i也工事 62.3億円

短削 ・処分 賂削： 786.CゆOm3 33.1 c円

一一盗F草雪雲 張フロック ：3.3αコm 6.5億円
一 一流入i蒜氷結段 起流堤： 2~ m氷私自営： 2~ 8.4 In円

諸工事 水路： 1.900m 辺絡舗装 ｛也 14.3億円

用地及び補償資 主i也：40.0ha 15.5位円

関函館2十費等 測底、 補償l~i!i、 股8叩~~ 一式 5.4 億円

河辺all修 58.4偲円

i司辺all修工参 17.1億円

短削 ・処分 隠削： 177.000m3 11.5偲円
＋ 

緩惇ミE ヨlt:i'.、彼処簿の区間 ：2.6α）m 5.6億円

f絡遥拘工事 29.7億円

一 一f滝梁架替 5;i¥lll : 5泌 8.5包円一一十
l!ii!2築 5;i¥lll: 8~ 212億円

用地及び帯電償資 ヱi也4.αia 辺拘5戸 6.3億円

関白g;i:~十質等 ifilJCl、 補償問否、 A~8十f'l~ 一気 5.3億円

*I!!吾B-1!12 (50年間〉 8.6億円

潜水i也 観測l泊線、ゲー ト関連I設備 4.8億円

j司辺政修 l制点土砂の燭削 3.8億円

nffi股吏新f'l 0.2億円

辺水i自 ゲートl期連股似 02億円

沼むC2ti 0.0憶円

ダム0比に伴って主主笠する費用 62.0 6円

段?'J総u周 212.4 In円
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1 1 .治水代替案の比較＜遊水地案その2の概要＞

E量水地 石木川 道水t邑 石本川

...・
〆

、｜、

－

U

岨
‘．

位置図

r通~l~.ith案 そのZ 路元l
洪水鯛節量 ：220rn3/s

(1£！事地点190rn3/s)
＠調節i也容量 ：1,500.000rn3
③~さ ： 55rn 
%~水~~（24符間被水対応｝

: 3.0rn3/s×6台
，；..；鉱 山一

d’ 

国

f
 

戸
山

O
Jr

Ci!己 巳亙露コ

Sm 

洪水に償えて．常に!Zにする． 洪水後には次の洪水に備えて．
流入した水を還やかにm氷ずる．

t軍事t員断面図

. 1采石場跡地であり、既に石木ダム事業で買収済みであるe

．遊水地の管理に莫太なコストを要する。
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1 1 ..治水代替案の比較＜遊水地案その2の費用内訳＞

費 目 種別 工 種 重E 量 金 額

事業費 186.4億円

j采石協遊水i也 184.8 L~円

j屈削 ・処分 掘削： 1.754.000m3 64.9＇窓円

J／？リート吹付 45.600m2 5.5 （；円

流入工 申Iii:150m 2.8億円

Big属設備 舗装、フ工ンス i也 1.1億円

排水設備 排水能力 ：18m3/s 103.9億円

用地及び補償資 0.0 億円

調査設計費等 測量、 補償調査、額計費等 一式 6.6億円

：弓道政修 1.6億円

沼遵CR修工事 1.5億円
一一 一 一－

掘削 ・処分他
賠削 ：15.800m3 恨継 ：300m 1.5億円
護岸 ：65m

用地及び補償資 0.0億四

調査設計費等 測量、補償調査、設計賢答 一式 0.1億円

~i鍔管理努 (50年間〉 84.1億円

｝采EIS遊水地 観測俊器、ポンフ関連訟備： 6基 80.3億円

沼通改修 t出貫工砂の掘削 3.8億円

施設更新費 100.9億円

i采Et拐遊水i也 観測機器、ポンプ関連般備 ：6基 100.9 （意円

沼通改修 0.0 i窓円

ダム中1上に伴って発生する費用 62.0 （~円

絞算総費用 433.4億円
52 



1 1 ..治水代替案の比較＜放水路案の概要＞

コ叫1
3

£ょ＂＂＂＇’

官

領JU草費用 ：約23針車内

l放水路111元］
。洪水PIEi畳 ；23αn3/s（占SIJ！色点190m3/s)
乙トンネルヱ 直径7mx延長2.soomx2~長

Lし一－－・－ーτ』

ーヂー
-, 

. fi史水路建設予定地の用地取得が必要。

－従来、洪水時に濁水が流出していなかっ疋燭所に政流する疋め、政；荒先水l或での濁氷による影泣が

沼怠される．

－漁業関係者との調整が必要．
53 

1 1 .治水代替案の比較＜放水路案の費用内訳＞

費目 種 別 工 種 恕 置 金 額

事業費 169.9協円

fj~水路 168.3 Lia円
トンネル工 直径7m×2500m×2条 91.3億円

呑口工 本陣工、法面工 i也 15.5億円

吐ロエ 本体工、活面工、道路 ・鉄道付琶他 52.8 （.＠円

用地及び補償責 0.01,g円

調首位E十費等 測量、徳償調査、股Z十費等一式 8.7 jg円

；司逼改修 1.6億円

淘辺政修工事 1.5億円

掘削 ・処分他
掘削： 15.800m3 栂継： 300m

1.5億円
撞岸： 65m

用地及び補償資 ー 0.0億円

調資股S十費等 測量、補償調査、股K1賢等一式 0.1億円

経持管理費 (50年間〉 6.9 tl円
政水器 トンネル、ゲート関連訟備 3.1億円

j司道政修 i邸貧土砂の掘削 3.8 tQ円

施設更新資 0.3億円

fj~水路 ゲート関連強備 0.3侮円

;qi造改修 0.0 {Q円

ダム申比に伴って発生する費用 62.0億円

積算総費用 239.1億円
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治水代替案の比較＜沼道掘削案の概要＞

河道lil'ltJI.2m程度 1

. l屈削時の水質汚濁の問題で、漁協関係者等との調整が！邸要。

－ハクセンシオマネキ等の生息 ・生育環協の消失、濁水！こ伴うナマコへの影恕が懸意される。
55 

1 1 ..治水代替案の比較＜沼道掘削案の費用内訳＞

費目 種目。 工 積 数 1il 金 署員

事誕費 165.0億円

j司道改修 165.0億円

j司道改修工事 96.31.恵円

j居削 ・処分 i屈削 ：233.000m3 18.4 I患円

謹岸等 蝿削護岸等の区間 ：4.100m 16.2億円

謹床工 接岸ι憾脚華麗Q)f果擁 ：4_§_.000m2 15.2憶円
一一 ーー… 一一

導流提 1.000m 46.5億円

構造物工事 56.7億円

掃梁架琶 石木川：5橘 6.8億円

I~改築 山道堰、下問握、百木Jll:8基 49.91.彊円

諸工事 撞淳、橋梁等の廠去他 1.0億円

用地及び補償費 土地 ：0.02ha 建物 ：2P 1.5億円

調査設計費等 測白、摘｛賞調査、設計費等一式 9.5｛！琶円

維持管理費 (50年間〉 地積土砂の掘削 7.7億円

施設更新費 0.0 i穣円

ダム中止に伴って発生する費用 62.0 億円

慌諒総費用 234.7瞳円
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治水代替案の比較＜引堤案の概要＞

［ヨII.I:路元1
①ヨセ下能力のi曹分 : ；基海地点190m31s
~引i是 ：本川事II.皇儲o-1om

支川事Ill!傾20～26m
:50戸

：約234億円

. ；弓床を改変しないため、主態系への影訟が少ない．

. ；司道政匂に伴い、 用地r~収随所の協力が必要

支川河道代表断面

－喝突の架首に伴い、関係機関 （国、県、町、 JR）との謂整が1必韮．

0～I（）司事Ill

...,--

1 1 .治水代替案の比較＜引堤案の費用内訳＞

費目 種別 工 種 恕 量 金 額

事業費 163.4協円

；司道部修 163.4憧円

j司道政修工事 38.8憧円
ドーー・・ーー

掘削 ・処分 掘削： 262.000m3 17.1 le円

i接岸等 引堤、栂継等の区間： 4.700m 21.7噛円

千荷造物工事 78.2儲円
一 一一 一一

婦梁架琶 川棚Jll:5橋石木川： 5橋 41.5儲円

題改築 山道嘩、石本Jll:8基 36.7億円

話工m 道路盤備 ：4300m、樋管破築： 4基 5.5悔円

用地及び補償資 土地： 5.1ha 建物： 50戸 30.7 U!l円

調査1主計費等 測量、補償調査、設計買等 一式 10.2 tQ円

維持管理費 (50年間〉 i桂樹土砂の掘削 8.81.患円

施設更新費 0.0 ｛.＠円

ダム中止に伴って発生する費用 62.0 {.g円

概算総費用 234.2悔円
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1 1 ..治水代替案の比較＜堤防嵩上げ案の概要＞

(l.l防律上11&?1元l
II l流下能力の1・分
2.~豊富市首EよIf

3 繍償~度

担uu茸費用

ti防軍ょげ05n穆ll

－他の藁よりも計画高水位が高いため、超氷及び破i足しだ1£合、被3が大きくなる．
• ；司床を改変しないため、生態系への影響力T少ない
• ；司i行改哩に1・Fい、用地買収箇所の窃力が必霊‘
－橘梁の架琶に伴い、 関係機関〈園、県、町、JR）とのJ'J~が~笠．

1. t ..治水代替案の比較＜堤防嵩上げ案の費用内訳＞

費目 礎 8U 工 種 恕 自 金 額

原策費 163.8 （＠円

JQJ道政修 163.8億円

j司道政修工事 21.8億円
一 一 一一 一

箆躍盛土 盛主： 32.7αコm3 1.2億円

庖削 ・処分 掘削： 25.4αコm3 1.2億円

撞岸等 海上げ、根路等の区間： 5.600m 19.4憧円

情造物工事 93.5億円

I~梁架琶 川棚Jll:5嶋石木Jll: 51晶 45.8億円
一 一 一一 トーーーーーー唱ーー

l冨破棄 石木Jll: 8益 14.8 億円

m水慢場 m氷出ig:5基 32.9信円

諸工事 道路： 5600m 樋官担築： 4基地 9.7億円

用地及び補償責 土地： 2.0ha 建物： 41P 25.9億円

調査段計費等 澗盟、補償調否、股計費等一式 12.9 l＠円

維持管理費 (50年間〉
i佳1貸主砂の掘削

13.0億円
ホンフ関連股備： 5甚

施訟型新賢 mンフ関連股備： 5l:t 13.1億円

ダム申比に伴って発生する費用 62.0 億円

綴算総質問 251.9億円

59 

60 



治水代替案の比較＜複合案の概要＞

［績合案路元l
①流下能力のi曽分 ：おi草地点190m3/s
②引1是 ：本)I I{下問lli下流>I屈同1）~草 1.2mU皮

本川｛下問i壇上流｝紙上1fiii0.4mUI.lr
支川引i.!l舗20～26m

③＋高俄家庭 :5戸

者uu茸費用

本川河道代表断面（下問堰下流）

r、、 ~ 
モで’、、、

、、河ii沼南’1.2.ll程度

本川；可避代表断面（下問権上流）

Eミミ

支川河道代表断面

E三~

－他の案よりも計画高水位が高いため、越水及び磁躍し疋場合、被宮が大きくなる。

. ；司道政修に伴い、用地買収箇所のl語力が必要。

. f喬梁の架替にi半い、関係機関（園、県、町、 JR）との調整が必要。

－ハクセツシオマネキ等の生息 ・生育現i克の消失、濁水に伴うナマコへの影響が懸意される。

1 1 • ： 治水代替案の比較＜複合案の費用内訳＞

費目 理別 工 積 叡 量 金 宮貢

事業費 140.3億円

j弓道政修 140.3 j意円

：司道政修工窃 86.2億円

掲削 ・処分 抱削 ：289.QQQDJ.3 21.9 f.惹円

護岸等 認よげ、 根継等の区間： 2.700m 6.4億円
一一一ー

護床工 娼削活面の保護： 33.800m2 11.4億円
一

請書j荒j是 1.000m 46.5億円

情造物工事 36.4億円

橋梁架琶 Ill間川： 1橋 石木Ill: 5橘 14.2億円

堰政築 石木川： 8！萎 21.2億円

排水機場 排水機I患：1基 1.0 I.意円

諸工事 道路： 2500m 樋梁等の！被去他 2.0億円

用地及び補償資 二ti也： 4.0ha 建物 ：5P 6.2億円

調査設計費等 測量、補償調査、段S十費等 一式 9.5億円

経揮管理費 (50年間〉
i佳機工砂の掘削 7.7億円
ポンプ関連設備： 1基

施設更新費 ポンプ関連政備 ：1基 0.4億円

ダム中立に伴って発生する費用 62.0億円

概算総費用 210.4 {h6円
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1 1 .治水代替案の比較＜石木ダムの概要＞

［右本ダムI!!平面図、ダム下3まあ!SJ.標準断萄図］
：石木川における多目的ダムにより洪水鈎節及び新波利水分・不特定分の貯留・tltc:lを行う

パ ム克＼引 ［石木ダム案筒元］
· ~ ·－－~穆む l ①堤高 : 55.4m 

’F E 〔~~是体積 : 157,000m3（コンクリートダム）
24,000ml（鞍官官処寝）
9.3km1 

: 5.480,000ml 
: 2.490,000m3 

740,000ml 
1,950,000ml 
300,000m3 

③集水面積

③総貯水容量
⑤水道用水容量
⑥不特定容量
⑦治J}<容量
③士量砂容量

..断..
E
0

・s

手ニコ」~

"' ．． 

沼田且’320明
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1 1 .治水代替案の比較＜石木ダム案の費用内訳＞

費目 種目。 工 積 叡 震 金 額

事接費 69.7億円

石木ダム （接事業〉 68.1億円

河遵改修 1.6億円

j司道政修工事 1.5億円

掘削・処分他
j屈削 ：15.800m3 根継 ：300m 1.5億円
i葺惇： 65m

用地及ひ干港償費 0.0億円

調査設計費等 測毘、補償調査、設計費等一式 0.1億円

維間管理費 (50年間） 6.0億円

石木ダム 一式 2.2億円

j司道改修 地積土砂の掘削 3.8億円

施設更新費 1.3億円

石木ダム 一式 1.3億円

：弓道政修 ー 0.0憧円

ダム中広に伴って発生する費用 0.0 億円

概算総費用 77.0億円

※石木ダムは、治水専用ダムでの残事業費で評価としている。

残事業費〈治水分〉

＝：司川負担分事業費×治水容量／ 0台水容自＋不特定容臼〉×1.018
ニ（H26以降事業費142億円×65%）＞く1.950千m3/(1.950千m3+740干m3）×1.018
=92.31患円×0.7249×1.018
=67億円×1.018=68.1億円

64 



t 1..治水代替案の比較＜ダム中止に伴う費用内訳＞

単位： 千円

項 目 概 要 金額 算定根拠

① 

付谷道路完成にかかる費用 L=l. 460m 883, 000 f寸曾県道 1工区のみ

② 200, 000 
既rt奴t也の維持管理費用 46. 500m1 4, 000千円／年×50年間

③ 95. 000 
仮綴水道維持管理費用 l専用水道） 水道施絞1式 1. 900千円／年×50年間

＠ 5, 005, 000 平成25年度までの

過年度事業聖堂に対する利水負担費用 利水負I！！分1式 事業費143億円×利水負但35~

計 6, 183. 000 
＆帽’ 6 2億円一． 
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1 1 .治水代替案の比較＜コス ト比較＞
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1 t.治水代替案の比較＜遊水地案その1の評価＞ 【追加〕
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1 1 .治水代替案の比較＜遊水地案その2の評価＞ 〔追加〕
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1 1 .治水代替案の比較＜放水路案の評価＞ 〔追加】
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1 1 .治水代替案の比較＜沼道掘削案の評価＞ 〔追加〕
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1 1 .治水代替案の比較＜ヨl堤案の費用内訳＞ 【追加〕
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1 1 .治水代替案の比較＜堤防嵩上げ案の評価＞ 【追加】
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1. 1 .治水代替案の比較＜複合案の評価＞ 【追加】

拍，.，...賓と，u・向向。，a・
’・8• （掴司緬制＋UIUU：げe引c;・2》

日・1ac”110>t1:tn
HI”I ll回11•レベルのD I!巳刊し倉重.a’”で語るか a，圃網” ’／100町宮宜！：｛！・H出家る．

m'IAa:同Git.JIふDl!Ual>.
舗町宮.，..，.. ..・DIJAいE時‘ 昭司•＆U鑓t; ＼，ι・8. ・・冒t11'3<Q. る．’E宜. ・DI:!l°Dる＂＊＇ l!il/ll!.w:・see骨d.ぅQ~l:Q.るl1

e・芭m•姐・》・
・向圃刷ζどのようE’E宜rt:tl・凪dnτぃ〈由D 《酬::tlJ5.1 Oltlt) 下llllD＞； ・－~. .!Bf<世？店E・EW出..る．

•t:咽‘圃'Ct:由ょで）Q!IO!IJ・til~nτい〈由。《J::下混や支剛容CIJ吋る・・・》 :Siii日用0～ER川1!111.<l.6 ＇恥川田use;闘iiで． ”“’・由’E宜，＝ E•貸出’Rる．

h
V
 

2
 

3
 

eJUlll't"C • ・る町周tlt:Ol＜ らい。 140. 31:!丹

..”E”」，R'!fl>llffiUt:的〈らいtJ
811 8. II!円
Rii!・・的理由巳Wい削除ti個M田＆＜？＜nる．
【50旬同鱒防白””1同ll7.7・2円． l •l!I，舗内 l O. dC円

·~d)・S白”ID （ダゐ申創tC何9τll ！. ＜’＂”聞Ill ) IJどn＜ら‘、，，

‘nan問

G:!ll円

210巴円

・1••11«111111咽畠刀回Jl l’VGどうII 苅置3・S1:1，う聞・円四II隔のi・納何ll由喧刀I/ti・i:.i;る、

健司，自宅•e11i:nい．圃．．団 《園． ・. IJ. JR4”と0)91111/08である．etc・S田圃’!IC白胴鯵田RAし固と？17
？ ’u略g .＿＿＿一世ーー－r I・M ・ 問問。らJtlll!lllllld凶どうか

I ＇ •”“主的問tltrら，Ulll.伺興局しUど舎か

I 削蜂 ｜．肌円以 山 宮山6D

ピ 竺 位竺…つlll!tl:ft:川村山町不竺竺士川町…”
..・・白ue血岬g，、由，＆•UC町tl&D

時E問調＠し．

14C聞2・ev. 
刻川町’咽胴＠周防白”Qt:！！円。ζとで．尚尚胴C!ll"l置鈍，，，6tl.l!IUtlll，ると．圃・IJlllC' -
，ることc•a'76咽・＂＂る．一 一湾司＂＇・ 圃刷巳ふり．”廊切るtιIJ't君るI｝.同0・・uスH淘師陣嗣6・堅守6立的."' 般に阿働1，。
こと日開‘'tl;J(Iい.f).ん.CJ町，＝ ~·1. 3tr.•IJ . 紛l!(I・cu： ~， Jlt町遺書長l}tl・ι居り、 dtb l..JU'l ’ー
することUl'll!でuaい．

lllO何百ま.，..，、oir•t11u・ c!n6. ;JI!. 1・e，円四．ョ，岬.，.... c ..ラ個人自主Z＜＞・..町・ll・
耳岨，、町・1•11e ac?11G.

巴IIへの!!lW

同巳ev 

用車．帽.Cl略JItげ．’lt;UJI(且舗踊．’UiJ・lib繍」τいる．

・・•CllC tl ＼，τ＜：co.i;!)QS •IJJちるl1 s・~I院”へ司圃・u小e"c J.国dnる．

・且岡田~ ·・”咽arl.IH/lll嶋田omr:・'i'1・にどのよう＠闘留がおる。
周B・a酬Cより珂n・l01.¥18（；，る王国由宜(I・ !1.•CQIJ拘，lUると ！：~Sn l>.
《，、？ t?ンシ匁マ~ 1 栴》
I~院咽11lllUMCft ~l・ 11< 1;;より．人阿d・由7マコヘ田’1•11~.a ,•n 6.

珂自伝£1匹げることで• AllJ‘ヘa出しτい1::1.b，，産申't•嶋0 6らとM予盟＂＂る．

叫cie•a i,

≫CO¥, 

R・E・ ...・守a・・nる - amr’re同署S ‘ II.II ・~ ··· r;6 

出定値%でaeいものについて包． rm!liの名.:tT.IJmに栂勾m：：を行う

66・9



治 水 代 替 案 の 比較 ＜ダム検証での評価軸での整理＞ 〔追加〕
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現行計画Iii立現在の巡惨状況をふまえると‘『効果の発現時刻J.rコストJ . 「実現性Jの笛から他の~より優位である．また『安全度J、
『綬続性・柔軟性JJt色t華社会への膨轡Jについても他の案と同等である．

『環境への髭饗Jについては、いずれの案でも一定の修得があると考えられるが、現行計画家では環境影響評価において保全治霞

を実施する二とで量5容は小さいと予測されている． 66・10



1 1 .治水代替案の比較＜護岸・堤防の工法＞ 〔追加〕

護岸・堤防の工法の事例

。現況
宮崎
一
位

防
一
氷

健
一
高

画
一
回

t
T『
ふ
l

－o－
量
ロ 竺i

:i!Sのi’写
：場床

l'!l~ 

会司ljQ

，， ，， ，， 

レ〆 家臣移転
』，，
.... 

0標準的な工法の事例

計画堤防高

計画高水位

原則、主促による総上げ工事

段訟の雌l!'l!
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1 1 .治水代替案の比較＜護岸 ・堤防の工法＞ 〔追加〕

護岸・堤防の工法の事例

。現況
計画担防高

竺］
f
h
 

gt窃海水位

!l!Sの凶際

i剣床

0特殊な工法の事例 符孫促（パラヘット〉による湾上げ工g

＼ 
gf@j高水位 竺~

下屋計画促防高

m!lのtl~1J1AU周でさない渇合にl彦、 111..只lこヨ’寓する

奴~のIll'!!

i姐広
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治水代替案の比較＜護岸 ． 堤防の工法＞ 〔追加〕． 

0川棚川の治水代替案（堤防嵩上げ案）の工法

!81~Ui爾l'Tll＋爾1恩師~

艶備計函のWi高水位

'II上げ案の計画1窪防毒i

l ＿，.上げ案の計画高雄

＼ 益備計画の象裕高 ハラヘットによる様惇の向島上げ

2. 流水の正常な機能の維持＜目的＞

流水の正常な機能を維持します。
～渇水時ち水の流れを安定させ、既得用水の確保、氷室生物の生息環境 ・思観を保全します～

日照りが続いた時にもダムから氷を流し、JIIを流
れる氷の墨を安定さぜ、以前から取られている水
道用水や霞築用水などに必要な7J<を確保します。
ま疋、魚など川の生き物の生息i罵i寛を守ります．

O川棚町の渇水被密実績 0石木ダム完成後の川棚町の取水方法

•！£毎月
”’  

明細42st!711
7.IJ178-10月11日（87日間〉
耳障問40民用水~し． みかんt.IT•t'受iする

Ill和49~111 198聞の干ばつ祖曾

E自制49~8月 23日聞の平Itつ機智

r•耳障のお・いJチラシlil布
昭和59st!811 ..用水のS悶垂水道本としτ使用

傭日70αn＇の水不足.2闘の節水膏問
... ，回・E・E・－－

『嶋本鯛鯛」のお知らtt配布

平膚6~811
8月27固からパルプ鯛鐙によるaa療制限

ェー・·••111へ鋪水凶カ蝕［鯛
国臣’E’Ill”の鱒捕により鱒隊

平威ln1!611 r・＊のお・い』チラシE布

エー・－・•111へ飽耳障mカ依頼

早成6年：8水状況

〈山泡窓〉
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1 2.流水の正常な機能の維持＜代替案との比較＞

利水（不特定〉苅策案として 「再評価実施要領細目」において示された14策を苅象として、J11棚川流域で

の適用の可否を現行をきむ4案について俊討した結果、コストなどの観点からダム案が優位と評価しました。
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1 2.流水の正常な機能の維持＜代替案位置図＞ 〔追加〕

サーチャージ水位 SWL:69.80m

.Y;ii寺清水位 NWL＝的却m
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1 2.流水の正常な機能の維持
＜代替案との比較＞沼道外貯留施設〈貯水池その1）の概要

AM
H

F

 

｛代替案概要〕
川棚川本川における貯水池により流水の正常な機

能の維持を目的とした貯富 ・補給を行う

［貯水池筒元1
1 総貯水容盆 ・620.000m3
担ur総費用 148~円

a

－
 

・‘
A

t
J
t

！
 

と
治

－

．水
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齢
制

一
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圃開

吋
－e

川棚川本川における河i車外貯ffi！~般（貯水池その1 ） 位置主図
A-A断簡

. ． 

－貯水池のNJ！也取得が必要。水i也予定地は優良農地であり、約19haが減少する
69 

1 2.流水の正常な機能の維持
.＜代替案の比較＞沼遵外貯留施設（貯水池その1）の費用内訳

費 目 Mi 80 工撞 凱 日 金 韻

事業費 78.2億円

貯水池 78.2億円

貯水池 66.6億円

i屈削、処分 抱削： 9αコ.OOOm3 40.8億円

護岸 活恒通岸等の区間： 1.700m 4.0億円

取水排水施設 取水t;JI 、取水樋官、排水崎宮 15.3億円

諸工事 築躍、道路舗装、制属設備 6.5憶円

用地及び縞償責 主i也： 19.0ha 7.4億円

調査設計費等 測量、補償調百、訟計費等一式 4.2億円

維局管理費 (50年間） 4.8億円

貯水池 ゲート関連股備 4.8億円

施訟更新費 3.4億円

貯水池 ゲート関連設備 3.4億円

ダム中比に伴って発生する費用 62.0題円

概算総費用 148.4 ｛.患円
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1 2.流水の正常な機能の維持
＜代替案の比較＞淘道外貯留施設〔貯水池その~2_2 の概要

〔代替案概要］
石木川採石場跡地における貯水池により流水の正常な機能の維持を目的とレた貯留 ・補給を行う

弐....... . ー ． ， ｜［貯水池筒元】

一子ぷ－ J 川 A. .. ＇：~:t.'· l①総貯水容量（必要容量｝： 770,000m3 
•'. ·］~ .... ¥t. ，，·： ~ ~ 宇 ~：哩 ..，c(話可」戸 ｜②俳水ポンプ : 0.120m3/s 

.~ ：；.＂ ;{'. ~.：：~ ：~·. ~；，；が ぶ・~； ｜附総費用 12仰

人イー？で占J/' . Ill糊曾

.i,¥J • . . 心：・·...... 
地 hi♂ ：u 、〆一
三~~ti~＼·~ . 言珂k

g針〆 J沈下 … ’＂... •-:·-· •：，. ：・
石木川探石崎両跡地におけるj可道外貯留施段（貯水池その2）位鐙図

取水箆股

断面図

··~ ..－・2・

－ー. , 

ち／ ．
 

．．．
 

"" .. 
河道外貯締結K9:（係石嶋貯水池案）平面図

－採石場跡地であり、 既に石木ダム事撲で買収済みである。
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1 2.流水の正常な機能の維持
ill替案の上七較＞JQJ道外貯留施設（貯水池その2）の費用内訳

費目 種目リ 工樋 甑 霊 金 額

事業費 54.9 0曹円

貯水池 54.9億円

貯水池 51.4億円

蝿削、処分 掘削 ：880.000m3 41.4億円

コンクリート吹付 27.100m2 3.5 0曹円

取水排水施設 HSI水題 、取水樋管 2.1億円

排水設備 排水能力： 0.18m3/sC予備富む〉 2.9 （意円

諸工事 護i是、道路舗装、間属設備 1.5億円

用地及び補償費 ・． 0.0億円

調琶設計費等 j則E、補償調査、設計費等一式 3.5億円

維持管理費 (50年間〉 8.6億円

貯水池 ポンプ、ゲート関連設備 8.6億円

施設更新費 2.2 ｛.＠円

貯水池 ポンプ、ゲート関連設備 2.2億円

ダム中i上に伴って発生する費用 62.0憶円

慨算総費用 127.7 0曹円
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1 2.流水の正常な機能の維持
＞岩屋！I

［代言葉概要）

：岩屋川における岩屋川ダムにより流水の正常な機能の維持を目的と した貯留 ・補給を行う

’4・ ｛岩屋川ダムtfi元 ］
①寝耳高 : 38.Sm 

®~水面tn _ 2.72km’ 
｛？総貯水容f量 : 800,000m3 
＠利水容1il : 710 .000m3 
＠量産砂容震 : 90,000m' 

担uuinm -139億円

，ィ ／ー＼｝ノ／＼ノ

..... .. 
岩屋Illダム平面図

タム下組E ”踊圃

・既買収i也を活用できるが、新たな用地取得力｛1白望。

1 2.流水の正常な機能の維持

Z耳目 種別 ｜ 工種 叡 毘

都業費

利水単抱ダム 一式

付琶道路 一式

用地補償〈強事蟻費〉 一式

調査設計費 測目、補償調査、設計費等一式

維j苦管理費 一式

施民更新費 一式

ダム中止に伴って発主する費用 一式

概f4l総費用

~ム叉日割高
一五u瓦皇国

金 額

72.3 u曹円

43.8 ｛車円

8.2億円

2.0 億円

18.3億円

3.1 IQ円

2.0億円

62.0億円

139.4 ｛§円
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1 2.流水の正常な機能の維持
＜岱賛窒の比較＞石木ダム寒の費用内訳

費目 ｜種別｜ 工 手重 叡 量 金 客員

事業費 25.9憶円

石木ダ心（残事業） 25.9億円

維持管理費 (50年間） 0.8億円

｜石木ダム 一式 0.8噂円

施設更新賀 0.5 j意円

｜石木ダム 一式 0.5憶円

ダム中止に伴って発生する費用 0.0億円

概算総費用 27.2億円

※石木ダムは、不特定専用ダムでの残事業費で評価としている。

残事業費〈不精定分）
＝濁川負担分事業費×治水容量／〈治水容量＋不特定容量〉×1.018
=(H26以降事業費142億円×65%｝×740干m3/(1,950千m3+740千m3）×1.018
=92.3l意円×0.2751×1.018
=25.4億円×1.018=25.9V宮円

1 2.流水の正常な機能の維持＜代替案との比較＞

向調書E 哩b司E t:!'-'l115，品空 町＂＇泊震その1 軒事泡哩Eモ由2

えξ宝コ

II& 
｜隠.~t31
%百2制本~ダ容.oム帥量指州琵1

【wa111!fム諸量】 t貯＊唱純正1 tl貯J.民－~地司制E元’~な橿稔由・・l1ド埴嵩 • JIS., 1.Aホ由正常＇J慣守~Olllll
也，~ikllli1A • 1.Jl•M’ 610000,,., 7却000.-’
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向。。α担明’ • it1<町正’~ t.;！・R由腺同 ．。，，。”.，.
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27t車内 1391畠円 148U車内 128億円

H23河野信時の 費用 28!t内 135億円 14311!阿 123偲阿

※石木ダム案は、不特定専用ダムでの残事業費で評価としている。
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1 2.流水の正常な機能の維持
＜代替案の比較＞石木ダム案の評価 [iBtm 

同《虫様；由応正型震湾と：陽・明円国曾姻同帥属｝． 

日時IHI悩tダゐ）

lllll”とE’白骨喝えT;J

•Ill可制副司岡本質主ta回目ほC:SlL.. ・2水量ll1'1'1:341J ’E宜＠霊Ill震で畠6.

・同‘制巳どのようE”l!<!l宜•11 1llまさnてい〈町，， ・・8貧血鈎.:IC:おいて同玖盟主a111(tt<!n6. 
QI! 

~~町8位樋置抗でど由d民会aS・M・IUl!nてい〈伺m
同:II:) 9t•H隆司眠＇＇＊”掬同町8・.:IC:llt\τ• i!!llD＊寄ることn司111t;αる．

• t:由JO?(ll!<世t!IJも＂ ＂＇~ グL•C:よる＂＇現町電化ll•ll~いと茅掴している11'• ..純事霊園F：習6,

・完成乱でE’E，るi'm＂＇どの〈らい 11 25. 90司

••HO”噂E安，るnmut:0>＜ろい11 '・ 3ll円
コスト 2. 60耳司ru:.1伎 町 民

・童相旭国食間〈ダb申11.r: 拘 9て偽笠守るの周司~J ui:n＜らいか OCI円

•n皿の用 27ll円

・1・SHiR何事由園勿由RllW どうか 百，，Zダt.llSCUI~るm ・8円Cl!tl肉8割完了bてい6. nる・SR.－；町内勾司orUl/!'1震であ晶． ． 

一el¥'lV‘”a珂川健mIi山間白由開通し岨tぅ11 聞係符る淘川a.m慌時陶.tlkl'-lf>llている． ． 

• t咽畑町田係省と町開”の奥冶し日どうか 1Hc聞2・8し．
実現笹

－・・掬岡由R過U 可F鴫：＞84t::~陪曹口u:としてい晶．
~ 

• •!A制昌』じ由1'1"111 ＼＞実関慢の見。しIJC?t1 怖に四~aし．

1・1’‘r町阻.:IかSllllltl司Re’L.laどうti 刊に町田（？し．

同銭信 • flll民r.:m.：って尚険匂綱II:いえる1J ダれ噌悼の；！＇剛問。区別．崎随時砲何·~同隠at:耳目うことで．時践的に崎明＇－ u内防1fる． ． 

・-
•m•噛llU老町四辺へのll•Ut:O>l'IQ/7 グA実凪縫．町司~－ till同ホ・・8のa凪例~ue・~n6.

•Mtllミヘ町穂留 ’・・腿園側C:iJしてどのふ~ag・•117'611 タMl.阿国司B阿君ia.日筒署咽麟Iii:より， Jll包ltd圃縄出家畠．
？ 
・・・－司拘置由ぬ＠ヘ明記・11aenている11 9Ml811l鱒由命直IJ7!.苫い．

•i依E由cm.,"t:t:町よ~a圃奮llllJる1J a&H底的正，u‘・IJIUMI¥.~Sllli:lt，宅占11 6. ． 

．鴨下水曲. lllli!tl'明・＂＂＂＇σ~l:>ll<fじにどのよう{I臨m，があるU 叫巳鴨曾S¥,. ． 

・1掬町$随傍白梅f普段mr:鴎問。盟zlilli';U:CC町ょう(1!1;1111あるか Ill総P畠0田＂ifi月う巳こ白と·~よEり＂.曲由11：日，中て古llいりと.f’＇a れlllllCょη艶宮署’寄りる刊掴怜巳ついτId...・Olli町
!Ifft bτいる．

口aヘ砲事’E
・1・真旬llt:?t<ttl..."F:.ul』II ・－c:e由ふ，Cll•lfるB ~、a田~."J，且~~い口と調予働測省レ”τ1:1.~る白．... 5本タ合同，．置によ句工惨::111111M少11611.下，；：：珂川 ・2・w ． 

、 ’a20tを2JJCC鴫慎宮町歯車時い． ．同.Al:013と司副naい由昆鎗白a，、咽ll!Slt小書いと事担

：・・・電阿．人と011と時・llC削nsいEどのよf’a11•t1•めるt:t ~τ＂＇いダる白．白骨＂＇泡苦利市w;:同氏自•111. 人と叩僧n白いM悶えると予)1~ 11 6.
時附 同巳αし． ． 

”国／；＼$ 0 関JI幅τふり・a1¥6 - 8同11国%と圃.. .. 側it・litより•：.：.

76-2 

1 2.流水の正常な機能の維持
＜代替案の比較＞岩屋川ダム案の評価 ngnn1 
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1 2.流水の正常な機能の維持
く代替案の比較＞沼道外貯留施設（貯水池その1）の評価 【泊加｝
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1 2.流水の正常な機能の維持
＜代替案の比較＞淘道外貯留施設（貯水池その2）の評価 [ii白羽目）
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1 2.流水の正常な機能の維持＜代替案との比較＞

z，色” 界飽のきえJ'j ~タ行心&t)lli fif;?lll 置T水泡賓客 貯＊泊費E
ダ心安 その1 その2

• lll行&I函の利水安全gtの13！車仁ま習し、思耳担任軍保で込るf.1'

・段階的にどのように利水安全度D'lf反されていくのか ． 
日 ll

・どのll!I!雪でどのような銅製が狸保されていくのか （l!ll/l<飽・創に〉 ． 

・どのようほ水質が得られるか ． 

・完成訴でにE軍曹る笥周恩どのくらいか x x ー，t

・鍵持管理司!it.:~皇官る費用回どのくらいか ． x x ;( 

コスト
・その飽の領Iii（ダ心中止に伴って発笠宮る穏悶司~）隠とれ〈らいf.J' × × x 

・e賢I:費問 x x 〉〈

•:t随所行省芯の協力の見通し店主どうか x x 。
・関係官る河川使用省の悶患の段通しI（；とうか x ． 

一・その他の関係省とのよ目鐙の見通し16どうか × ． 
文机位

eU:M悶聞の見通し

•lli純血J二の観点から＂＇浪伎の見通しId.どっか

・｝査術上のtJ!ぬから;JC！見trの見通レ隠どうt:J ． 
l~級住 ・1冒双にわだコて符続可憶といえる／］＇

・司~~臣、他及びその周辺へのl;llldどのT童話w 。 x 。
lt1!1民？J1主への1>111 • lt1!1量l!i興に処してどのような鈎援があるtJ × x x 

・也Ill闘の利！$の衡平への~i.;がなさnているか ． 

•lJ<l1UAにま宣してどのような髭留がある11' ． 

・ω下水位.l!1J豊富沈下や治下水のUI水iじにどのような膨留がある11? ． ． 

・笠切の多緑区の礎Ii及び；！！！請の61'.A間協会体にどのような膨留があるか ． 
l!llAへの，~·

・主砂lll”がどう変化し、下；：淘Ill ・濁Ifにどのように，u•Y るか ． 

・i!Hll、人と白書事との盟かな骨量れ含いにどのような膨留があるか

・その飽

日圃/;t・ 0 腐れ・恕よf)l!n<> － －笥計図書と銅喜 延 岡11•，‘ふり隅る

撞 定車ftで＜！(lい白田についてu.f押箇岨のEえ巧』窃に網自ilP15苦行う

•lft水の正常r.i:ta&tの*11寺の総点からの>_§fillJJ革食経質

現行2十回は裂をの巡惨状況をふまえると、「コストJ.r実現住Jの面から他の業より優位である．また『回線J.fl寺続性j、f士色綴キ士会への彫響J‘
fI軍演への修惚jについても他の~と悶寄与である． 76・6

1 3.＂ 対応方針〈原案〉

＜平成27年度県再評価＞

＜社会経済情勢の変化＞
圃石木ダム事業の工期の見直し変更＝今平成34年度完成

＜費用苅効果分析の結果＞
・5木ダム案について費用便益比を計算司全事業の費用便益比1. 25 

＜治水代替案検討の結果＞
・現行案をきむ8の代替案について検討＝今石木ダムが最ち有利

く正常な機能の維持の代替案検討の結果＞
田現行案を含む4の代替案について倹討吟石木ダムが最も有利
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＜対応方針〈原案〉＞
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