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○司会

皆様、お早うございます。定刻でございますので、ただ今から第１１回とくしま川づくり

委員会を始めさせていただきたいと思います。

まだ○○委員様は、ちょっとまだお見えになってないんですけども、もともと交通機関の

関係で少し遅れるところを、先の２３号台風で、淡路島のほうは交通事情が非常に悪くなっ

ているようで、ひょっとしたら３０分近く遅れるかも、というようなご連絡をいただいてお

りますので、先に会議を始めさせていただきます。

まず最初に、議事に入ります前に配布資料の確認をさせていただきます。

会議の前に、３つの資料をお送りさせていただきました。

水色の資料１と書いてございます二級河川福井川水系河川整備計画（案）と題した資料が

１つ目。

それから、資料２。資料１と同じく水色の二級河川福井川水系河川整備計画（案 。）

それから、資料３と書いてございます同じく水色の吉野川水系旧吉野川圏域河川整備計画

（案 、と書いております３つの資料でございます。）

それから、本日お配りさせていただいております資料といたしましては、まず最初に本日

の会議次第。それから、２つ目が本日の配席図。

それから、３つ目といたしまして、第１１回とくしま川づくり委員会前での意見、という

ことで、今回、午前中の２時間となりましたので、できるだけご意見を事前にもお伺いした

いということで、いろいろご意見を聞いておった分の資料を付けてございます。

以上の資料でございますけども、おそろいでございましょうか。

それでは、始めさせていただきたいと思います。まず最初に、河川課長からご挨拶を申し

上げます。

○事務局

お早うございます。委員の皆様方には大変お忙しい中、このとくしま川づくり委員会にご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。

さて、四国から近畿、関東と列島を縦断いたしました台風２３号。これには徳島県はもと

より全国的に、各地に大きなツメ跡を残しました。

台風は２０日の正午、前後３時間あまりに集中して激しい雨を降らせたということで、園

瀬川、飯尾川を始めとしまして県内の多くの河川が氾濫いたしました。河川整備など、災害

予防事業の必要性を強く感じたところでございます。

また、災害情報の提供などを積極的に支援する必要性を強く感じたところでございます。

本日は、福井川の河川整備計画（案 、また旧吉野川圏域の河川整備計画（案 、これにつ） ）

きましてご意見をいただくわけでございますが、より良い川づくりのために、委員の皆様方

のご意見、ご指導のほどをよろしくお願い申し上げます。

○司会

ありがとうございました。
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それでは、早速でございますけども、議事に入らせていただきたいと思います。

ここからの進行は、○○委員長にお願いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○委員長

、 、 （ ） （ ）じゃあ ２番目の議事と書いてますが その １ の二級河川福井川水系河川整備計画 案

の本文ですが、これについて事務局から説明をお願いいたします。

○事務局

二級河川福井川水系河川整備計画（案）につきまして、説明させていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

事前にお配りいたしました資料１をお手元にご用意していただけますでしょうか。

この資料１の中には、１ 第１０回とくしま川づくり委員会での意見。２ 福井川水系河

川整備計画（案）対比表。３ 修正後の本文、を付けてございます。

今回の説明では、１の第１０回とくしま川づくり委員会での意見のところの説明をさせて

いただきます。

まず、１枚表紙をめくっていただけるでしょうか。

このページには、前回の第１０回とくしま川づくり委員会でいただいた意見を表にまとめ

ております。この表に添ってご説明させていただきます。

まず、№１でございますが、基本方針と整備計画と書いてございまして、前回のご意見の

、 、 、中で 基本方針については目標を 整備計画についてはアクションプログラムといいますか

よりもっと具体的な内容を記述すべき、とのご意見をいただきました。

前回の基本方針と整備計画では、あまり内容が変わりませんで、整備計画が具体的な内容

となっておりませんでした。

それで、事務局のほうで相談しました結果、基本方針と整備計画におきましては、重複す

る箇所が出てございます。それで、重複する箇所については基本方針と同じ内容とさせてい

ただきたいと思います。

より具体的に書くとなりますと、どうしてもだらだらと長い文章になってしまいますし、

また、それほどデータとしても十分ではございませんので、重複する箇所については、基本

方針と同じ内容とし、重複しない箇所、整備計画の目標でありますとか、整備計画の実施に

関するところで、より具体的な内容を記述させていただきました。

次に、№２でございますが、施工という漢字を間違えておりましたので、施行という漢字

に訂正させていただいてございます。

次に、№３でございますが、関連機関との連携ということで、市町村との連携についても

記述をしてもらいたい、とのご意見をいただきまして、修正前では「砂防、道路、農林及び

環境部局と連携を図りながら」としてございましたが、修正後は「環境部局、教育機関、阿

南市と連携を図りながら」というふうに訂正させていただいております。

次に、№４でございますが、動植物の保全に関する事項ということで、動植物の保全目標
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を設定してはどうか、ということで、福井川につきましては、生物調査を多く実施している

ため、その資料を整理し、原因と課題を追求し、保全目標を設定してはどうか、とのご意見

をいただきました。

それで、私どもが過去に行いました調査を整理いたしまして、ここにおいでます○○先生

にご助言をいただきまして、守るべき代表的な魚種を決めました。

その中で、福井川につきましては、表にございますように上流域、中流域、下流域、河口

域と４つの区間に分けまして、上流域につきましては○○と○○、中流域につきましては○

○と○○、下流域につきましては、○○と○○、河口域につきましては○○と○○を、保全

すべき代表的な魚種ということで定めました。

次に、№５でございますが、河川空間の利用ということで、河川整備計画の中では現状と

課題ということを記述しておりますが、この河川空間の利用については、課題が記述されて

おりませんでしたので、修正後といたしましては、課題という項目を追加し 「今後は、河、

川空間を利用する人々の利便に配慮するとともに、福井川が地域の川として人々が気軽に利

用できる河川空間作りが必要である」という課題を追加しました。

また、福井川の工事内容のところで 「さらに、人と川との交流を促進するため、堤防か、

ら水辺に至るアクセスが可能な階段護岸、坂路を流下能力、自然環境に配慮し整備する」と

いう文言を追加させていただきました。

次に、№６でございますが、河川空間の適切な管理ということで、河川空間の適切な管理

では、もっと前向きな意見を記述したほうがよい、とのご意見をいただきました。

修正前では 「河川利用を妨げる不法投棄・不法占用を防ぐため、河川巡視を実施し、必、

要に応じ、市や警察と連携し、警告看板を設置するなどの対策を行う。また、自然環境の保

全の観点から利用マナーの向上を図り、動植物の生息・生育地として特に保全する必要があ

ると認められる区域については、立ち入りを抑制するなどの方策を検討する」と。

非常に長い文章で、書いておることも後ろ向き的な文章でございましたので、修正後とい

たしましては 「快適な河川空間を維持するため、河川パトロールを実施し、市や関係機関、

と協力しながら、河川愛護を啓発するなどの対策を行う。また、動植物の生息・生育地とし

て保全が必要な区域は、区域指定などの対策を検討する」と、簡略化しております。

○委員

すみません。説明これ全部読み上げていくと、審議する時間がなくなるんじゃないかと思

うので、できるだけ簡潔にお願いしたいと思いますが。

○事務局

はい。簡略化する方向で説明させていただきます。そしたら、修正後だけ説明させていた

だきます。

次に、№７でございますが、文章表現の修正ということで、０ｋ／０という文章が河川独

特の表現でございましたので、０．０ｋｍという表現に修正させていただきました。

次に、№８でございますが 「効率的な農業用水の利用の促進に努める」と。非常にまど、
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ろっこしい文章になっておりましたので、修正後は、農業用水に限定せず 「今後とも適正、

な水利用が図られるよう、河川管理者、地域住民、河川利用者の協力のもと、河川流況や、

利水状況等の把握に努める」とさせていただいております。

次に、№９でございますが、椿地川の縦断図でございまして、椿地川は、河道を掘削する

計画になっておりまして、その掘削したところと現況との高低差に非常に災害が起こりやす

い、というご意見をいただきまして、実施計画では具体的な対応策を検討するところでござ

いますが、整備計画の中では、縦断図を改修区間からさらに上流１００ｍを延伸しておりま

す。

次に、№１０でございまして、誤字がございまして、椿地川横断図のところを福井川横断

図としておりましたので、椿地川横断図と修正させていただいております。

次に、№１１と№１２でございまして、非常に公文書的な文章で読みづらいので、徳島県

、 、らしさを表現した個性のあるものにしていただきたい というご意見をいただきましたので

今後とも分かりやすい表現に努めてまいりたいと思ってございます。

次に、１ページめくっていただいて、第１０回川づくり委員会後にいただいた意見でござ

います。

それで、№１でございますが、文章表現の修正ということで 「良好に維持すため ・・・、 、

維持するために」と。このペーパーでは「る」が抜けておりますが、今日お送りしましたペ

ーパーで「る」をつけたものをつけさせていただいております。

それで 「維持するため ・・・維持するため」という文章になってございましたので、修、 、

正後は 「動植物の生息・生育環境、景観、水質保全等の水環境を良好に維持するよう、必、

要な流量の設定・確保に努める」と修正させていただきました。

次に、生物相の情報でございますが、現状では生物相の特徴などの情報を盛り込んではど

うか。その上で課題を明確にするべきでは、とのご意見をいただきまして、生物相につきま

しては、乱獲されやすいとか、そういったことがございましたので、福井川の河川整備計画

につきましては、魚類について、先ほど申しました魚類について保全の代表種を定めてござ

います。

それで、最後にオオクチバスでございますが、貴重種でございます○○の生息に重大な影

、 、響を与えておりますオオクチバスの対策を啓発する必要があるのではないか ということで

「社会的に問題となっている外来種（特にオオクチバス）による生態系の攪乱に対しては、

、 、福井ダム祭りなどのイベントの中で オオクチバスの駆除を呼び掛けるなどの活動を通じて

地域一体となった取り組みを促進する」という文章を追加させていただきました。

次に、資料１の２になります対比表を見ていただきたいと思います。

それで、冒頭に申し上げましたように、河川整備基本方針と河川整備計画で重複する箇所

については、基本方針をそのまま使うということにいたしましたので、中央の修正前の整備

計画のところで重複する箇所については、すべて取り消しラインを引かせていただいてござ

います。そして、新たに基本方針と同じ文言をつけさせていただきました。



- 5 -

続きまして、対比表の５ページを見ていただきたいと思います。

表２－１、河川整備計画対象区間ですが、前回の表では、下に下原谷川というのをつけて

ございましたが、河川整備計画といいますのは今後、２０年から３０年間の計画の対象区間

でありますので、下原谷川は福井ダムの上流にありまして、今後、３０年間ではとても改修

をするような区間ではありませんので、今回の対象区間から除かせていただいてあります。

次に、対比表の１０ページと１１ページをご覧いただきたいと思います。

１０ページと１１ページには、福井川の縦断図と椿地川の縦断図を載せてございますが、

前回は１０ページの福井川で申しますと、下のでこぼこしたラインに添って、もう１つのラ

インが引いてございますが、新しい修正後のほうでは、このラインを消してございます。

このラインといいますのが、計画河床高でございまして、今回これをどうして除いたかと

いいますと、私どもが河川計画を作成する際に、基準となります河川砂防技術基準という本

がございまして、それが平成１６年度に改正されまして、その中で計画河床高という概念を

。 、 、やめていこうと 河川の環境をもっと守っていこう 河床という高さを設定するのをやめて

現場の現況に応じた河床造りをしていこう、ということが載ってございましたので、今回は

その計画河床高というのを省略させていただいております。

椿地川についても同様でございます。

それと、今日お配りしました資料をご用意いただけますでしょうか。

第１１回とくしま川づくり委員会前での意見、ということでございまして、徳島県におき

ましては、環境省のレッドデータブックや、またレッドデータリストよりも徳島県版レッド

データブックのほうが上位に当たりますので、表の右端の位置を徳島県版レッドデータブッ

クが左に、環境省のレッドデータブック、またはレッドデータリストが右になるように、表

の順番を入れ替えてございます。

それと、その入れ替えたものの対比表と本文の差し替え版を用意させていただきまして、

「 」 「 」 、最後に先ほど説明いたしました る が抜けておりましたところの る を追加したものを

１枚ご用意させていただいてあります。

福井川については、以上でございます。

○委員長

どうもありがとうございました。最後がちょっと分からんかったですよ。どの「る」が抜

けていたの。

○事務局

事前にお送りしましたもので脱字がございまして 「る」が抜けておりましたので、維持、

するの「る」が事前にお配りしました表の中では抜けておりましたので、今回 「る」をつ、

けた形でもう一度、お配りさせていただきました。

○委員長

どこに「る」が抜けてるの。

○事務局
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事前にお配りしました資料の３ページになるんですが、意見というところで。

○委員長

資料１ですか。

○事務局

資料１です。資料１の３ページになります。意見のところに「る」が抜けておりましたの

で、差し替えをお願いしたく追加させていただきました。

○委員長

ありがとうございました。

以上の説明につきまして、何かご意見がありましたら発言をお願いしたいんですが。これ

最終回にしたいと思っております。それで軽易な意見は、この場で承認してもらってそのま

ま通す。非常に欠陥があれば止めないかんですが。そういうおつもりでご討議ください。

どなたからでも結構です。はい、どうぞ。

○委員

前回も欠席してしまって、この事前の打ち合わせも出張していたので、事前の打ち合わせ

もできないままで、初めて見させていただく状態なんですけど、急に変えれないところを承

、 、 。知の上で話をしますと この前 徳島県の公共工事環境配慮指針というのが出ましたですね

その中では、徳島ビオトーププランを参考にしながら、それを上位の目標として環境配慮

型の事業を進めていく、というようなことが盛り込まれていると思うんですが、それが出て

ますので、それ以降の内容としては、それとの整合性があるように、環境ビオトーププラン

の図を入れるとか、５万分の１で各地域の図が手に入ると思いますので、それに従った環境

の方針とか生態系配慮の方針とか、あるいはビオトーププランに盛り込まれている考え方と

か、っていうことが、この川ではどこに対してどういうふうに行われていくか、っていうこ

とが盛り込まれていたほうが下位の事業が進みやすくなる、と私は考えてます。

福井川については、もう間に合わないかも知れませんけども、ぜひ環境部局との整合性も

果たしていく、というふうに盛り込まれていますので、そういった面での計画の中への位置

づけというか、３０年の長期的な計画でもありますし、それを十分に配慮したような各部局

間の施策の整合性も、この中で入れていただければいいかと思います。

○事務局

はい、分かりました。今後宍喰川でございますとか、奥潟川の河川整備基本方針、河川整

備計画でご意見をいただくようにしておりますので、その中でビオトーププランや公共工事

環境配慮指針を十分に参考にして、文章の中に盛り込みたいと思います。

○委員

図はすぐ手に入ると思うんですけど。

○事務局

はい。

○事務局
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私もちょうどこの会の直前ですけども、印刷物になった公共工事環境配慮指針の冊子の本

文、それから概要版、パンフレット版というものも全職員に配布されてました。

あれ確か、委員の方々にもご意見をいただいて、それで改善するところは次年度以降にど

んどん生かしていくと。どんどん発展していくというか、改善していくというようなやり方

なので、そういう考え方を取り入れて、今後も整備していきたいと思います。

、 、 、ただ この河川整備計画については これはその前から始めさせていただいてましたので

間に合わない状況でございます。

○委員長

最近、ビオトーププランというのは決まったわけですか。

○委員

ビオトーププラン自体は２００２年の春なんですけども、環境配慮方針の見直しというの

が去年度、○○先生を委員長にしてまとめられて、半年遅れでやっと出た、というものです

、 、 、けど その中にかなり具体的に何を考えていくべきか ということが盛り込まれてますので

それを個々の事業に対してでなくて、その中で配慮指針に盛り込まれている理念とか、方法

論とかっていうのがこっちで生かされるように、むしろ積極的に取り入れていただければ、

ありがたいと思います。

○委員長

それを河川課の方々が知っておられるんだったら安心しました。

○事務局

はい。

○委員長

ほかにどなたか。

はい、どうぞ。

○委員

ただ今のご説明の中で、計画河床高の表示をおやめになったと。それは、河川砂防技術基

準の中で、計画河床という概念をやめようという話だったんですけども、少し解釈、もしか

したら間違っておられるんじゃないかな、という感じを私いたします。

、 、 、 、と申しますのは 計画河床をやめましょう というのは 横断形状のラインを水平にして

そこに維持しないといけない。つまり、それをやるために淵を埋めたり、あるいは州をけず

ったり、というようなことをするという、そういうやり方はやめましょう、ということなん

ですよね。

ところが、治水計画になりますと、今度は水位の問題になりますと、計画河床というもの

がベースになりまして、その上にこの水が乗っかるんですよという、そしてそれを安全に堤

防でもって守れるかっていうか、拘束できるかっていう話になるわけですから。

治水計画の中には、やっぱり河床部の平均河床位は、計画上はこの程度にして、だからこ

の計画高水位という水面の高さになるんですよという。
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こうしないと、計画高水位の根拠がなくなってしまうんですよね。だから、そこで取ると

いうのは、僕はちょっとおかしいかな、というふうに思います。

○事務局

○○委員のおっしゃるとおりで、もちろん川の計画の中にどこまで河床を掘るという計画

は、もちろん持ち合わせた上で、それでもってハイウォーターの線が出てきていると。

おっしゃるとおりでございまして、私どももそう承知しておるんですが、これ実をいうと

河川砂防技術基準というのが、平成１６年の３月３１日に改正されたわけでございまして、

その中で計画河床高の概念の削除、ということがございまして、あの用語自身としても、そ

の言葉は実をいいますと削除されている、ということがございましたので、もちろん我々は

縦断計画をちゃんと持ってございます。

ただ、そういうふうな改正までされておりますので、ちょっと計画河床高という表現でラ

インを入れることは除いておいたほうがよろしいんじゃなかろうか、というような点で、今

回、変更させていただきました。

趣旨は、○○委員がおっしゃったように、読みますと従来用いていた計画河床高とか、計

、 、画河床勾配の表現は 計画という用語を用いると縦断的に一様な高さにしなければならない

という誤解を生じたと。

○委員

縦断的に？

○事務局

ああ、ご免なさい。縦横断的に、ですね。縦横断的に一様な高さにしなければならない、

という誤解を生じる恐れがあるため、表現を改めた、とありまして、それで従来の・・・。

○委員

、 、 、 、いやいや 川の高さが縦横断的に一様なんていうのは これまでの計画概念 水平ですか

川はじゃあ。これまでの計画河床高というのは。

○事務局

一定勾配、ひと勾配ということ。

○委員

ああ、勾配ということ。

○事務局

はい。こういうのじゃなくて瀬とか渕とかがあって、縦断的にも一様勾配じゃなくて、自

然に配慮したと申しますか、淵、平瀬、早瀬とかいうような縦断的な変化も起こるように、

という意味かと思います。

○委員

勉強不足で申し訳ないですけども。

○委員長

僕自身、河川砂防技術基準、今回の平成１６年、かかわり持ってないから知らんから。問
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い合わせてごらんよ、やった人に。

○事務局

なお、申し上げましたら、まだ河川砂防技術基準の従来ありました解説書みたいな、製本

された本というのはまだ発行されておりませんで、まだ本部の改正の状況なので、ちょっと

そういう点まで詳しくご説明できる状況ではないんでございますが、簡単に改正のポイント

というふうなものには、そういうふうに書かれてございます。

○委員長

縦断形状をここで大幅に変えるつもりはない、というのを理解してください。

○委員

今の話だと、ある時点で縦断形状に目標値を設定するということは今後しないと。

○委員長

それは、聞いてみないと分からないね。

○委員

その基準というのは、あくまでも案でしょう。昔からずっと案のはずでしょう。原則的に

こういうものを基準に、参考にしてもらったらいいんじゃないですか、っていうのがアレで

しょう。

○委員長

今、○○さんが言われているのは、現在の国土交通省が出している、昔からですね、出版

されても「案」と必ずついとんですよ。

○委員

昔から案のままですよ。案が取れたアレはないはずでしょう。そういう感じで受け止めら

れておったらいいんじゃないですか。なくなった、というわけではないわけでしょう。なく

したほうがいいんじゃないか、っていう今回の案なんでしょう、あくまでも。

○事務局

案は永久に案のままだというふうに、私どもは解釈してますので・・・。

○委員

私もそう思ってますけども。

○委員長

実績がそうでした。これまで。ずーっと案がついてるので。

○委員

絶対にそうしないといけない、というものでは違うんでしょう。

○事務局

はい。

○委員長

無理やり計画箇所を決めて掘削したり整地したら、環境破壊になるんだ、ということを意

味してるんですね。
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○委員

ですから、名前として計画河床っていうものは、これに従おうとする限りしょうがないの

かも知れませんが、じゃあ名前を変えて、想定河床とかいうことで一応、その計画高水位の

ラインの根拠はどれですよと。

また、大体、想定河床というものを一つの河道管理の目標値にするんですよ、ということ

ぐらいは残しておかないと。そしてそれに対応した将来の、実施になった時の設計になるべ

きであって、あの線は、私は非常に重要だと思うんですけどね、名前のつけ方は別として。

そういう意見だけを申し上げておきます。

○事務局

はい。

○委員

よろしいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

前回の私の意見を取り入れていただいて、河川の工事の目的、種類及び施行の場所に関す

る事項のオとして外来種対策という項目を入れていただきまして、ありがとうございます。

ただ、事前説明で、個別に説明を聞いた時には、奇異に感じなかったんですが、改めてこ

の案全体を通して読んでみますと、初めのほうに現状と課題っていうのがありますね。

要するに現状を分析して、課題を抽出、認識する、という過程があって、その次に河川整

備計画の目標に関する事項で、この課題についてこれこれはこうしましょう、という具体的

な目標を設定して、それがより具体的になったのが整備の実施に関する事項で、これこれを

やりますよ、という流れになってると思うんですね。

この外来魚対策についてみてみますと、これはこの最後の部分で突然出てくる形になって

いて、今いったような縦の論理的な流れになっていないんですね。

だから、ここに持ってくるには、こういった論理的な整合性を図った上で記述する必要が

あるんじゃないかと思います。

○事務局

はい。現状のほうには、資料１の一番最後に修正後の河川整備計画の本文というのをつけ

てございまして、それの７ページにございます（イ）の動植物、というところの上から２行

目から３行目にかけてでございます。

現状というところでは 「福井ダム湖では外来種のオオクチバスが確認されており、生態、

系の攪乱が懸念される」という、現状ではこういうことを書いてございますが、課題のとこ

ろで、そのオオクチバスについての課題が書けてございませんで、最後の維持・管理といい

ますか、その他の事項のところでオオクチバスが問題になっているので、河川愛護の啓発と

ともに行う、ということを書いており、課題のところが抜けてございましたので、課題のと
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ころに、オオクチバスについて追加するような形にさせていただきたいと思います。

○委員

できるだけ簡潔に書いていただければいいと思います。

○事務局

分かりました。

○委員長

ほかにどうでしょうか。

どうぞ。

○委員

資料１の対比表のほうの７ページのところですかね。対比表のほうですが、表３－２とい

、 ． 、 ． 、うのがあって 福井川のところの高潮堤の延長距離が１ ６ｋｍだったのが １ ４ｋｍに

２００ｍ短くなっているのは、これはどうしてでしょうか。

○事務局

はい、すみません。私のほうが説明を忘れてございまして、これ高潮対策ということで福

井川につきましては実施設計というのがきちんとできてございます。

それで、前回がちょっと高潮対策の延長を計る時に計測ミスをしておりまして、１．６ｋ

ｍとしてございましたが、もう一度見直したところ１．４ｋｍでございましたので、１．４

ｋｍに修正させていただきました。

○委員

高潮堤のほうはチリ地震の高さというのが基準になってるみたいですが、例えば温暖化で

ここ数十年間に数十ｃｍまた上がりますよね、海面が。そういったものはなかなか対象にな

らないんですかね。

○委員長

もう一回、どうぞ。

○委員

地球温暖化で平均海面が上がってきますよね、数十ｃｍ。その場合に、チリ地震による津

波の高さというのを基準にしていいのかどうか、っていうことです。

○委員長

数十ｃｍというのは、大分、先の話です。

○委員

どれくらいなんですかね。

○委員長

１０年間に２～３ｃｍくらいしか上がっていません、今。

○委員

ああ、そうですか。

○委員長
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数十ｃｍは多分、将来ずっと進んだ時です。

○委員

３０年間でどれくらいか、という予想は難しいと思いますが。

○委員長

数ｃｍでしょう。止まるかも知れません。過去を見ると、瀬戸内海でも上がってきてます

けど。

○委員

専門でないので、分からないですが。ただ、東日本とか西日本では、海面の平均の上がり

方は違いますよね。西日本のほうが高かったかな。そういったものを考慮していかないとい

けないのかな、という気がしないではないんですが。数値を求めるのは非常に難しいとは思

いますけど。

○事務局

会長がおっしゃっていただいたとおり、ちょっとそのへんについてまでは、この３０年間

というのには計算としては考慮をしておりません。

○委員

あともう１点だけ、すみません。この間の台風２３号で随分と小さな側溝がぱーっとあふ

れて、内水災害がかなり広がってましたけども、例えばここの福井川の場合でも内水災害対

策というのはどうなってるのかな、という気がします。

それは、この事業とは関係ないんですか。やっぱり川の中だけということが、基本的にこ

こでは書くべきなのか、それとも、例えば排水ポンプを設けることによって内水災害は防げ

ますけども、そうすると、それで洪水が、水位がまた上がるわけですよね。そういったこと

というのは、この間の災害を思って・・・。

○委員長

５５号が通行止めになったのは、内水災害ですか、あれ。

○委員

そのへんは、どうなんですか。

○事務局

まず、我々県がこの福井川という河川を管理しておりまして、それに流れ込んでくる普通

河川とか、準用河川とかいうもので、市町村が管理する河川がございます。そういう河川の

整備は当然のことながら、市町村が整備するわけでございまして、昨年、この福井川で会長

がおっしゃられた５５号がつかったりとかいうのは、そのへんの水が福井川にうまく落ちき

れなくて、内水被害があったものでございます。

それは、まず、福井川へ落ちるところの吐け口といいますか、吐け口を造って、それから

逆流しないようにする、というのがもちろん県の役割の部分でございますので、そういう部

分は県が担って、そこで樋門を造ったり、というようなことは県がいたしまして、それから

続く支川の、普通河川の水路というのは、その管理者がする、というようなやり方で、今回
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はそういう支川の市がやる水路の部分というのは、もちろん含んでございません。

なお、ちなみに申しましたら、去年の災害を受けまして、福井川では床上浸水対策特別緊

急事業というのを今年から、まあ今年は調査にかかっておるわけなんですけども、そういう

ものの中でその内水対策も市と県と協力して、なくしていこうということで、対策を講じて

いきます。

○委員

それは、この中には具体的には書かれてないんですか。

○事務局

ちょっと市のほうの管理する普通河川の部分でございますので、そのへんは書いてござい

ません。

○委員長

これ樋門とか樋管じゃ追いつかんでしょう。排水機場が要るんじゃないですか。小河川は

特にね。

○委員

今のに関連質問なんですけどね、堤防を造ることによって、背後の水が吐けなくて内水に

なりますね。それも県の仕事ではないんですか。県が堤防を造ったことによって背後の水が

吐けなくなるから、ポンプ場というのは、県がしないといけないんじゃないかな、と思うん

だけど。

○事務局

従前は、○○委員がおっしゃるとおりの決まりでございました。福井川を本川といたしま

すと、福井川から逆流する分を防ぐ樋門の工事は県がしますし、それによって内水が起こる

ということで、本川に吐くための排水機場なんかの工事も、本川側の管理者がする、という

のが従前、そういう決まりでございました。

今は、支川の管理者、本川側の管理者、双方が協力してといいますか協議をしてそういう

ことをとっていきなさい、というふうになってございまして、本川側の管理者のみがする、

というふうには今はなっておりません。

というのは、流域の開発だとか、開発の抑制なんかもしなければいけない部分があります

ので、総合的な部分がありますので、一方的にといいますか、本川側がずっと整備していく

というのでは、なかなかうまくいかない、というような反省が出てきたからかと思いますけ

ど。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

本当に素人の意見で申し訳ないんですが、この資料１の最後のほうの河川整備計画案の９

ページに、大きな字で河川整備計画の目標に関する事項のあと表があって下をずっと見てま

いりますと （４）洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項、というの、
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がここに出てまいります。

それで、今も各委員さんからも出ていますけども、例えば今回、台風２３号などというの

は、想像以上の被害が出てたと思うんです。ちょっと福井川のあたりのことを私、ニュース

とかでもあまり記憶にないんですが、ここで例えば（４）の中で上から２行目 「およそ５、

０年に１回程度発生する」というふうに書いてあるんですが、この見積もりというんでしょ

うか。これはこれでもう十分だ、というふうに考えておいていいというふうな数字なんでし

ょうか。

多分、前回もこの５０年とか１００年というのは、説明はあったかと思うんですが、本当

に最近のを見ていますと、このあたりというのは、もう５０年というのは、ここではもう決

まってしまっているんですか。

○事務局

その河川の安全度を、いかほどの安全度にするかというのは、河川整備の基本的な事項で

ございまして、河川整備基本方針のほうで定めていくことでございまして、どういうふうに

定めるかというのは、結局は県内バランスだとか、全国バランスだとかいうようなことで、

結論的には定まってまいります。

といいますのは、やっぱり行政としては公平に皆さんの地域の安全度を保っていく、とい

うのが基本でございますので、あるところだけ異常に安全度が高いだとか、あるところだけ

極端に安全度が低い、というようなことはもちろん避けなければなりませんので、全国バラ

ンス、県内バランス、そこにお住まいの人口だとか、そういうもの。

それから、川の大きさというものを考慮して、福井川の場合でしたら５０分の１ぐらいか

ら３０分の１ぐらいが適切でないかなと。もっと正直に申し上げたら、その中でも３０分の

１に近いほうが標準的かなと思いますが、過去に大きな災害を被っている、というような件

も考慮いたしまして、５０分の１ぐらいが適切であろう、というようなことで定めてござい

ます。

それで、今年の異常気象といいますか、こういう災害を受けて、近年は集中豪雨なんかの

増加傾向がございますけども、それもしばらくデータ的に集まってまいって、そのへんが大

きく変わるようであれば再度、見直すことがあるかと思いますけども、今は５０分の１ぐら

いで十分なんでないかな、というふうに我々は考えております。

○委員

ちなみに今回の２３号で福井ダムの流量ですね、流入流量は、計画よりも大きかったのか

小さかったのか。そのあたりは分かるんじゃないですか。幾らぐらいですか。

○事務局

今回、福井はそう大きな出水ではございませんで。

○委員

だから、そのへんをやっぱり説明されたほうが。

○事務局
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すみません。今日は正確な数字を持ち合わせておりません。申し訳ございません。

○委員

計画より低いんですね。

○事務局

はい。

○委員

今回のは。

○事務局

今回のは、かなり低うございました。

○委員

ありがとうございました。それで、そのことも含めてなんですが、今度、同じ資料の対比

表っていうんでしょうか、正誤表のようなところで、６ページだと思います。

右側の欄にやはり（４）洪水、高潮等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項、と

いうことで、ずっとこの中を読んでいきますと、洪水、高潮に対して（４）ですね 「被害。

を最小限に抑えるため、各関係機関や地域住民と連携を図り」というふうな、情報伝達体制

というのがるる書かれていますけれど、今回、文化の森の向こうのほうで、向こうというか

西側のほうですか、水が大変出たという時に、住民の人たちの話をたまたま聞く機会があっ

て、腰のあたりまで水がきていると。それで、消防署に連絡したところ、そんなところで今

まで水は出たことはないと、出るはずはありません、と消防署は取り合ってくれなかったん

だそうです。

それで、今度は徳島市のほうですか、対策本部か何かに連絡すると、そんなところで水が

出てるはずはない、とやっぱりそういうふうな答えが返ってきて、それは本当にそこに住ん

でる住民の方からたまたま聞く機会があったんです。

その人は、もう水が出てきて、周りの人も気づいてないようなので、お鍋を持ってガンガ

ンガンガン叩いて、ご近所の人に水が出てるよって、歩いて言われたそうなんですね。

、「 、 」こういうふうに 最小限に抑えるため関係機関や地域住民と連携を図り 情報伝達体制

というのは、ここに確かに書いてはあるんですけれど、内容は相当重みのある内容だと思う

んです。

ですから、もちろん氾濫なり災害が起こらないに越したことはないんですが、起こりかけ

てきたそのせっかくの住民からの声というのが、切れてしまっていたんですね。それは、本

当にそうだったようです。

ですから、そのへんで県とか市とか、あるいは市町村という、本当にその連絡体制を作っ

ていかないと、大変なことになると思います。

で、結局、その窓口が、どこに連絡していいかが分からない。住民のほうも消防署と思っ

て言ったら違う。災害対策本部といっても分からない。

福井県で今年夏に災害がありましたけれども、濁流と大雨の時に市とか県からか、スピー
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カーで回ってきた避難勧告、避難指示が出たらしいんですが、もう雨と濁流でまったく聞こ

えなかったそうなんです。

それが、何かわーっと言ってるのは聞こえるけれども、それが勧告なのか指示なのかも分

、 （ ） 、 、からないということで ここの ４ というのは 非常に重みのある内容だと思いますので

ぜひ今後、推進をしていかれるための本当の計画案になる時に、非常に重点を置いて考えて

いただければな、というふうに思いました。

○委員長

今のはどうしていいか。

はい、どうぞ。

○事務局

その点でございますけども、我々ももちろん重要性を十分に承知しておりまして、県のほ

うでは、今年度から防災局という組織もできまして、そういうものの充実、強化をやってい

くわけでございます。

ただ、この河川整備計画自身には、そういう災害対策基本法ですか、そういうもので市町

村がやるべきことを、県の計画に書き込むわけにもいかない部分がございまして、基本的に

はそういう情報をお送りするだとか、危険避難地図といわれるハザードマップを作る時の資

料をご提供するだとか、そういう支援をする、という部分がかなり、一言で言いましたら支

援をするというような部分が県の役割でございますので、十分その意味は分かってございま

すけども、記述としては一般的な記述にさせていただいております。

○委員

今の意見に関係するんですけども、私も昨日、文化の森へ行くについて上八万のあのあた

り見たんですね。

地域から来ている人のお話を聞きますと、ここへ家を建てるのは、もともと無理なので、

昔からここはもう田んぼで、雨が降ったら水が出ていたから、住宅を建てる許可を出すよう

な段階で、その可否の情報というか、歴史的なそういう低かったよ、という。そしたら高く

上げて建てるとか、自分ところへ来る道の確保とか、そういうのができてでないと、建てて

は大変なんだという、そういうこと。

大きな病院も建っているんですけどね、床上まできたっていうんです。最近、新しくでき

た個人病院が。

そういうのがどうして分からなかったかなっていうような思いがしました。昔から住んで

る人のお話を聞いておりますと。だから、そういう違う部局との関連性というか、横の関係

を、県が管理している河川と市町村が管理している河川、国からのもみんな川は続いてます

から、吉野川、今切川水系でも。あの園瀬川のあたりもずっと水がきたんですね、道路は冠

水しました。

それは、水資源開発公団の、あの水路をずっと巡らしているんですけども、そこが吐けな

、 。 、 。くなって ずっと上がってきたんですね 排水 下水道もなしで大変になってましたけども
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これからは、横の連絡というのも１つここで提案しておいてもいいかな、と思うぐらいに

河川整備計画に入れていかないといけない問題かな、と思われました。情報の公開とか、歴

史的な情報もですね。

○委員

ハザードマップの整備状況はどうなんでしょうかね。

○委員長

あまり時間がないので、なるべく簡単に。

○委員

この福井川水系に限っていただいてもいいと思うんですけど。

○事務局

いや、ハザードマップは今、徳島市と北島町の２市町しかできておりません。

○委員

今後、順次、福井川も含めて作成していく予定ですか。

○事務局

どうしても作っていただきたい、ということで各町村には水防連絡会とか、そういう機会

をとらえてお願いをしている段階です。

○委員長

これまで出ましたご意見を基に、まだありますか。

○委員

お願いですけども、先ほどのソフト対策ですよね。これ３０年間の計画ということで中に

入ってるんでしょうけども、やっぱり来年も台風はやってくるかも知れませんので、そうい

う至急、もちろん市町村のほうに情報提供ということもあるんでしょうけども、やっぱり県

のほうがモデル対策ですよね。

、 、 、そういったものを強力に提示されて そういう防災対策というのは至急 提示してあげて

各市町村ができる、できないはともかくとして、そういった目標値、目標モデルみたいなよ

うなものを作って、早めに対応を取ってもらうという、３０年ではなくて１、２年の間に対

応できるような形のものを強く推進していただくのがいいんじゃないかな、という気はいた

しますけど。

○委員

先ほど○○委員のほうからのことにつきまして、当然この整備計画のこれはハードなもの

ですから、物をどう造るんだという話ですから盛り込めないでしょうけども、このとくしま

川づくり委員会からの県の、特に防災局と県土整備部のほうへの提言として、してはどうで

しょうか、委員長。これ提案いたします。

ソフト面のところと、あと市町村のいわゆる準用河川対応というものについて、ぜひとも

整備水準なり防災水準をレベルアップしてほしい、ということを委員会提案として、してい

ただいたら私、大変ありがたいと思います。
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○委員長

いくぞ、と言い続けてますが。かまわんですよ。

○委員

ここだけでしか言ってませんので。

○委員長

いやいや、そうじゃなくて、ほかでもね。

○委員

、 、 。それは 個人的におっしゃっているだけで もちろん私どもも申し上げておりますけども

やはり委員会として、それが今後の防災、特に水害上、重要であるということを、やはりき

ちっと文章化したり、というようなことで私は提言すべきじゃないかと思いますね。

○委員長

皆さん、どうでしょうか、今の。

○委員

私もまったく賛成ですね。せっかくといいますか、不幸にもといいますか、いろいろな大

きな災害が集中しているわけですね。これを機会に今、○○委員がおっしゃったように、こ

の川づくり委員会として一応、ほかへもこういうことを考えておるぞ、という姿勢を見せる

ために、やはり川づくり委員会からこういう話が出て、こうしてほしいという要望が出てお

る、ということをやっぱりやるべきだと思いますね。

○委員長

賛成、はい。

○委員

私も大賛成です。

○委員長

よろしいですね、賛成で。

じゃあ次回までに文案を作りまして、審議いたしましょう、次回にですね。文案はだれが

作る。

○事務局

はい。

○委員長

よし、じゃあ任した。仕事が忙しい時やけどしょうがない、やってください。

それじゃあ、よろしいですね。今日のご意見を踏まえてこの委員会の意見としたい、とい

うことです。以後、事務手続きを進めてください。

また、例によって、何かおかしいところがあったら、委員長責任でこうやっとけ、と言っ

てもよろしいですね。

○委員

細かいところは任します。
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○委員長

いっぱいあるんですよ。

○委員

いちいち聞くわけにいかんでしょうからね。

○委員長

じゃあ、次の議題ですね。議事（２）の福井川水系河川整備計画（案）のパンフレットに

ついて、事務局から説明をお願いします。

○事務局

事前に送付しております資料２を、お手元のほうにご用意していただけますでしょうか。

この資料２につきましては、福井川のパンフレットとアンケートをつけてございます。

それで、福井川の河川整備計画を策定する際には、地元住民の方の意見を募集することと

なってございますので、地元住民の方の意見を募集する方法としまして、県のほうではパン

フレットとアンケートのほうを作成し、これを基に地元の住民の方の意見募集としたい、と

考えております。

それでは、パンフレットについて説明させていただきます。

まず、表紙の部分でございますが、福井川の川づくり、という題名を打ちまして、表紙の

部分には福井川を代表するような風景の写真を１枚載せるような格好といたしました。

続きまして、１枚開いていただいて、Ａ３版の形になりますが、このページには、河川法

の改正の流れでありますとか、新しい河川整備の計画制度、変更になった点でございますと

か、二級河川福井川水系河川整備計画の作っていく上での流れの表でございますとか、徳島

県の川づくりの基本理念、安全・安心、環境、活力といったものをバランスよくやるという

ことでございますとか、最後に福井川の水系図ということで、位置図みたいなものを載せて

ございます。

次に、両ページをめくっていただきまして、Ａ４版が４枚並んだ形になるわけですが、一

番左のページにつきましては、先ほどご説明しました整備計画の対象区間でありますとか、

対象期間ということで、福井川、椿地川を対象区間とし、対象期間としては３０年間ですよ

と。

それと、整備計画の川づくりの目標ということで、紫色で治水を、青色で利水を、緑色で

環境を、ということを示しまして、それぞれ３項目から４項目につきまして、具体的な内容

を文言で示しております。

また、整備計画を絵とかグラフで分かりやすくしたものが右のＡ４版を縦に３枚並べた形

になりまして、まず、真ん中の部分につきましては、福井川の水系図を大きく拡大したもの

と、あと具体的な地名とかを載せてございます。

それで、続きまして、中央上の治水の部分では、治水の現状でありますとか、計画高水流

量配分図。また、福井川や椿地川をこういうふうに改修していく、というイメージ図、横断

図、それと平成１５年におきました浸水被害の写真を治水の部分で載せてあります。
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そして、右下の青色の部分になりますが、利水の部分では、現在の利水の現状ということ

と、あと代表的な堰としまして大原堰の写真を載せてあります。

それで、左下の緑の部分ですが、環境ということで動植物としましては、代表的な種とし

まして鳥類の○○、魚類では○○とか○○の写真を載せてございます。

また、水質につきましては、大西橋と鉦打橋のそれぞれの経年変化の水質と環境基準値を

入れたグラフを載せまして、また河川空間の利用のところでは、福井ダム公園で行われてお

ります福井ダム祭りの写真を載せてございます。

これが、私どもが地元の方に福井川の川づくりについて説明する時に載せたい資料、福井

川の川づくりについての情報としたいと思ってございます。

それで、最後にパンフレットを閉じていただいて、ちょっと細かい字になってはおるんで

すが、用語集ということで、地元の方にできるだけ河川の専門的な言葉が分かりやすいよう

にしたつもりで、後ろのページにつけてございますので、分からないことがあればこの用語

集を見ていただいて、アンケートにご記入いただく、というような形にしたいと思ってござ

います。

以上がパンフレットの説明でございまして、続きまして、アンケートのほうの説明をさせ

ていただきます。

アンケートのほうにつきましては、Ａ３の１枚ものを用意させていただいております。

それで、表紙につきましては、アンケートをする趣旨でございますとか、ご協力のお願い

ということを表紙に書いてございます。

それで、１枚見開いていただきまして、問１から問１４までのアンケートの内容を書きま

して、それを右下の官製はがき大の大きさになるかと思いますが、この部分に回答していた

だき、この部分を切り離しの上、郵送いただくような形にしております。

それで、アンケートの内容でございますが、問１から問３につきましては、福井川につい

てのイメージですとか、福井川に行くか、行く目的は何ですか、ということを聞いてござい

ます。

それから、問４につきましては、環境のことで、水質についてどう思いますか。

問５については、環境のことで動植物についてはどう思いますか。

問６につきましては、利水の関係で、水の量についてはどう思いますか。

そして、問７から問１１にかけましては、治水の関係で、現在、お住まいのところは安全

と思いますか、というようなことについて聞いてございます。

そして、問１２については、維持管理のことで、川の清掃などについてどのように考えて

おりますか、ということをアンケートで聞きまして、最後の問１３でそれぞれ治水、利水、

環境につきまして、どれを重点的に整備したほうがよいと思いますか、ということをアンケ

ートして最後に聞きました。

最後の問１４で、本来、私どもこの部分が一番聞きたいわけでございますが、ちょっと地

元の方に問１４だけをいきなり聞いたのでは、なかなかご回答をいただくのが難しい、とい
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うことで、問１から問１３のようなアンケートを作りまして、最後に問１４でご意見、ご要

望があればお聞かせください、というような形にいたしました。

そして、最後、裏のページになりますが福井川の水系図とアンケートの公表の仕方につい

て等を記述してございます。

パンフレットとアンケートについては、以上です。

○委員長

ありがとうございました。

ご討議をお願いします。２０分、１１時半まででお願いいたします。

どうぞ。

○委員

どう直すかちょっと分からないですけど、外来種の説明は間違ってると思いますので。と

いうか日本語として変だと思いますので。

○委員長

どこですか。

○委員

ご免なさい。パンフレットの裏の用語集ですね。もうちょっとテキストなんか見て。私も

案作ってもかまいませんけども。ちょっと直してください。

○事務局

はい、分かりました。

○委員長

ついでに私も、事前に指摘しておったんですが、河川計画の欄のところ、用語集の。最後

と最後から二番目ですね。上が「けいかくたかみずりゅうりょう」になっておりますが、下

が「けいかくこうすいい」になっておるんで 「けいかくこうすいりゅうりょう 「けいかく、 」

こうすいい」というふうに直してください、と言っております。

○事務局

分かりました。

○委員

すみません。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

このパンフレット、非常に分かりやすくていいな、と思ったんですが、ぜひお願いしたい

のは、先ほどの資料１の最後の１２ページ目のところに、河川の改修部分と未改修部分の色

分けの地図がありますので、せっかくそれが、そういった情報があるのであれば、それをこ

の真ん中の大きな地図の中に入れていただくと、何年時点で、という形でいいと思うんです

が、住民の人は、例えば洪水が起きた時、どこに逃げたほうが安全かというのは、ある程度
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こういったものが参考になりますよね。

それをお願いしたいのと、もう１つはアンケートの件なんですが、アンケートのところで

ちょっと細かいんですが、問２のところで福井川に行かれますか、というのは、いきなり聞

いてますけども、車で通過するというのはどうなるのかな、という。ちょっと文言の聞き方

として、もうちょっと、こうあるのかな、というのと、

それから、問３のところで遊びとか自然観察ばっかりなんですが、例えば、農業用水管理と

か、そういう生産にかかわるような理由で川に行くこともあるかと思いますので、そういっ

た事項もちょっと入れていただければ、というのが希望です。それだけです。

○委員

よろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

まず、パンフレット。治水、利水、環境という３本立てで現状と目標、そういうものが書

かれておると思うんですけども、利水のところの現状がどうも何か沿ってないんじゃないか

と思いますので。開いた右下ですね。利用の現況 「良好な水環境 。これは利水の３本柱の。 」

２番目に書いている維持流量に関することだけしか上げてないですね。

だから、現状ですから渇水があったのかどうか、ダムができてからなくなったのか、そう

いう計画のところにちゃんと書いてますから、それを入れたほうがいいんじゃないですか、

と思いました。そのほうが分かりやすいと思います。

それに関係してアンケートのほうですけども、まずどういうところに住んでる人が、どう

いうことを考えているかという、やっぱり住んでるところ、それから職業によって農業の人

とか、で、やっぱり答えは違ってくると思います。そういうことが分かるように住所は書い

てくれと言われますけども、職業も入れられたほうがいいんじゃないかと思うんですね。

で、具体的な問６のことですけども、３本柱の治水、利水、環境の利水に関するのが問６

だけのように思うんですね。維持流量、ほかのところありますけども。

で、水の量について、と非常に分かりにくいと思うんですよ。どういうことを言っとんの

かと。農業用水の人だったら、やっぱり田んぼの水がかんがい期に十分あるのかとか、ただ

徳島市に勤務している人だったら、水道だけしか関心がないだろうし。

そういう具体的に項目を分けるなり、何か具体的に聞かれたほうが分かりやすいんじゃな

いか。答えるほうも答えやすいんじゃないかと思います。私は、それだけです。

○委員

はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員
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アンケートのほうだけなんですけども、まず１つは、記入について、のところで 「世帯、

主または世帯主に準じる方がご記入ください」と書いてますね。これの意図とか理由はある

んですか。

といいますのは、先ほどの説明で地元住民の意見を募集するという、そういうスタンス、

新しい川づくりというのはそういう地元住民の意見ということですね。こう書くと、恐らく

３０代、４０代、５０代ぐらいの男性の方がすごく増えてくるような気がするんですね。

そうすると、地元というのは男女同じくらいの比率で住んでいて、年齢層はいっぱいあり

ますよね。私、若干それを危惧するんですが、これについて私はそう思っているんですが、

皆さんの意見を聞いてもらって、どっちにするか、というのを考えていただいたらと思いま

す。

それから、あと幾つかあるんですけど、問１１のところで、洪水と高潮とを一緒にしてる

んですが、これは私、素人なんで一緒にしていいのかという、自分で被験者になったつもり

でやってたんですね。そうした時に、これでいいのか、という疑問がわきました。

それから、あとは技術論みたいな話なんですけど、例えば、これ順番にやっていくと問２

、 、 、 、 、 、で行ったことがないという こういう項目に○をした人は 問３ 問４ 問５ 問６とこれ

答えられないといいますか、回答がないと思うんですね。

だから、親切にやるとすると、問２のところで行ったことのない人は、問７までとばすと

か、何かそういうことを。

そういうやり方でいくと、問１２というのが、これも行ったことのない人はなかなか難し

いと思うので、順番からすると問１２を問６の下に持っていくと。順番を変えても大きく影

響がないような気がしますので、そういうところです。そんなところが気がつきました。

あとこれ、流域内の全戸に配布するということですか。何戸ぐらいあるんですか。

○事務局

８００世帯を予定しております。

○委員

８００ぐらい。回収率はどれくらい取れますかね、これ、はがきでするんですね。

○事務局

はい。

○委員

何もしなかったら大体１割から２割ぐらいですよね。後で催促するとかしたら、あるいは

町内会に頼むとかしたら大分増えますけど。

○事務局

今のところ配布は新聞の配達の会社に頼みまして、各戸に配布する予定でございます。そ

、 、れで当然 アンケートなかなかお答えいただけないということを十分承知しておりますので

そのへんは適宜、何らかの対策を取っていきたいとは思っております。

○委員
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今の８００戸で２０％にしたら１６０、なかなかクロス分析なんか難しくなるかも分から

んね。ぜひできるだけ多く取るようにしてください。

○委員長

これ定井先生が吉野川で卒業論文でやってるんかな。

○委員

大分おかしいですね。

○委員長

だから、結論をちょっと知らせてあげたら。例えばね、２ｋｍ以内の人しか関心を持って

ないと。それから、３０代の人は働くのに一生懸命で来る暇がないとかね。そんなのが出て

ましたね。

○委員

新聞に入れたら、ほとんど捨てられてしまう。

○委員

、 。 、コマーシャルペーパーと一緒に入れると 見ない場合がありますね 折り込みというのは

一番みんな目につかんやり方ですね。

町内会を通じたほうが、はるかに高いと思いますね。３割ぐらいは期待できますね。町内

会を通じたほうがいいでしょうね。折り込みに入れるのは、一番ぼやけてしまいますね。

○委員長

今、○○さんの質問で、洪水と高潮は、どちらも堤防の高さで防ぎますので、同じでいい

んじゃないかと思います。

○委員

ああ、そうですか。はい。

○委員長

津波だったら、また別ですけどね。

はい、どうぞ。

○委員

細かいことなんですけど、問１から問１４の中で、問４ですね、水の質。あと問１１、洪

水、高潮。それと問６の水の量。アンダーバーが引かれてるんですけど、これは何か意味が

あるんでしょうか。

○事務局

問４と問６については、水質とか水量という言葉が本来の言葉だと思うんですが、ちょっ

と地元の方にできるだけ分かりやすい、というような意味を込めまして、水の質とか、水の

量ということにいたしております。

また、問１１につきましては、前問の問７、問８では洪水と高潮という設問を分けておっ

たのですが、問１１につきましては１つにしておりますので、洪水、高潮というところに注
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目をいただくように、と思いましてアンダーバーを引いてございます。

○委員

注目していただくために、ということで。

○事務局

はい。

○委員

それと、切り取り線が真四角にありますよね。これを、はがきのこの記入の位置をもう少

し右下に下げて、四角に切らなくてもいいように、２面だけ切ればいいようにしたほうが。

○事務局

はい。これ印刷の関係で。ちょっと四隅を切るようになってございますが、実際のアンケ

ートには、２隅だけ切っていただけたらいいようにいたします。

○委員

それと、最後に福井川水系図というのがありますけど、これ多分、地図とかをぐーっと縮

小されたと思うんですけど、もし時間があるのであれば、文字も一緒くたんに小さくなって

しまうので、ちょっと打ち直しされたほうが分かりやすいかな、と思います。以上です。

○事務局

はい、分かりました。

○委員長

今のアンダーラインの説明、どう聞いても根拠が薄弱やね。

はい、どうぞ。

○委員

アンダーラインのほうは水の量、水の質というよりは、福井川について聞いてるから、や

はり水量とか水質って言ったほうがいいんじゃないかと思うんですね。コップの水の量はど

、 、 、「 」うですか というような 一般的なものと一緒になってしまうような気がするんです の

が入りますと。

○委員

そうですね。福井川のことを聞いてるのは分かっているけどね、例えば、福井川の水質と

か福井川の水量とかいったらピンときますよ。こういうと、どういう種類の水か、先ほどど

なたかがおっしゃったように迷いがありますね。

だから、川の水に対して、見て水量が豊かであるか、水質がいいか悪いか、というイメー

ジを出すためなら、福井川の水質、福井川の水量といったほうがダブルような感じやけど、

分かりやすい気がしますね。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

関連してですが、恐らく質問の中に時間軸がないんですよ。要するに、以前の川と比べて
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どうなりましたか、という比較の対象がないものだから、多分、多い少ないとか、きれいと

か、ものすごく回答しづらいんじゃないかと思うんです。

幾つかの項目については、昔の福井川と比べて、昔というのはいつか、というのは個人差

があるんですけどね。だけど、ある程度、年齢書いてもらったら解析はできますので。何か

そういう時間軸をちょっと入れたほうがいいかも知れませんね。

○委員

そうですね。瞬間的なのでなくてですね。

○委員

よろしいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

そのためには、福井川のこのアンケートに、その狙いをもうちょっとはっきり福井川をこ

れからどうしていこうか。さらによい生活の中での空間としていくために、いろいろお聞き

したい、というようなことをはっきり打ち出したらどうかな、と思います。

それと、このせっかく作るパンフレットは概要版ですから、表紙に分かりやすく説明した

概要版です、っていうのがあるんですけども、これをぱっと捨てられてしまわないように、

、 、 、ここへ斜めにでも保存版と書いて 保存していただきたい のをちょっと打ち出しておけば

ぱっと捨てられないような、せっかく裏表いいものを作るんですから。そういうようなこと

をしたらどうか、と思いますが。

○委員

、 。 、ちょっとさっき 申し忘れたことを１つ パンフレットの利水の現況のところですけども

目標にちゃんと書いてます河川流況ですね、入れていただきたいと思いますね。ダムができ

る前とできた後で、どう変わったのかですね。

○委員長

パンフレットに流況入れても分からないだろう。

○委員

水の量を具体的に、洪水の水が多いのか、渇水の水が多いのか、というのを分かるように

ですね。どう変わったのかというのは、やっぱり河川環境、いわゆる生態系にも関係します

から。一般の人はそういうデータがないわけですから、それを判断基準の１つとして入れて

いただきたいと思います。

○事務局

はい。

○委員

すみません。これ盛んに皆さんパンフレットのことを話されてますが、これはまだゲラ刷

りの段階ですか。
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○事務局

そうです。

○委員

ああ、そうですか。ものすごく立派やから。

○委員

すみません。

○委員長

どうぞ。

○委員

パンフレットは、本文とも整合性を持たさないといけないと思いますけども、とんちんか

んかも知れませんが、環境の保全と復元のほうは目指さないんですか。保全のみですか。外

来種対策とか、オオクチバスの駆除というのは、復元あるいは修復に含まれるような活動に

は当たるかと思いますけども。

○事務局

本文のほうには、基本方針のほうの中では保全と復元ということを書いておったと思いま

すので。もう一度、基本方針のほうを確認いたしまして、復元という言葉が入っておりまし

たら、パンフレットのほうにも復元という言葉を入れたいと思います。

○委員

むしろ基本方針にも入れてほしい、という感じがあります。

○事務局

はい、分かりました。

○委員

先ほどおっしゃっていた、このアンケートの最初の１ページ目に、ご協力のお願いという

ことがありますけれど、これだけを読むと、なぜ今、アンケートをしなければいけないのか

という、それがちょっと足りないように思うんです。

で、中を見るとこういうふうな内容がありますけれども、さっき○○委員さんがおっしゃ

られたように、ここにもう少しアンケートの意図を入れていただいたほうが、答える場合に

答えやすいように思います。

○委員

私も今、話を聞いて思ったんだけど、どういう目的でこのアンケートを取っているのかと

いうですね。自分の近くにある福井川を将来どうするのか、ということで非常に重要なアン

ケートですよ、というイメージを植え付けたほうが確かにいいですね。

○委員長

○○さん、どうぞ。

○委員

私も同じような意見を持っていまして、何で福井川ばっかりこのように特別扱いされるの
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、 。 。か ちょっとそれも 途中から私たちが加わってきたからそういうふうに思うのでしょうか

福井川ばっかり、こんなにいろいろ気を遣っていただいていいなあ、なんて思います。

それと、パンフレットを見たところ、ごみが全然ない美しい川の写真がたくさん載ってい

まして、私なんかは新町川を守る会で清掃活動をずっと続けております。

で、本当の川づくりっていうのは、こういうハードの部分だけとらえたものというのは、

すごく違和感を感じております。もっと住民とのかかわりとか、何となくこのアンケートの

内容を見てましても、とても冷たい感じがするんですね。何で今ごろこんなことをと。もっ

と突っ込んだ対話をするためのアンケートであるべきではないでしょうか。

この美しい写真は分かりますけれども、実際はこんなにいつも美しい状態でいるのかどう

かとか、私たちみたいなボランティアの清掃活動をしてる団体が地元に根付いているのかと

か、イベントなどもしているのかとか、そういうのもすごく知りたいんですけれども。

○事務局

まず、一番最初に福井川だけこうやっているということですが、実をいいますと平成２０

年ぐらいまでに私ども目標としては、１５ぐらい整備計画を作りたいなと。目標としては持

っておりまして、ちょっと数を聞かれたらげんなりされるかも分からんのですけども、その

ぐらいあります。

ただ、福井川は昨年、大きな水害を受けたということがありまして、早く計画を作りたい

というので、ちょっと今年度は、一番優先的に作るということをやっております。

それと、ごみの具合なんですが、先日も私、○○と一緒に現地をずっと歩いてみたんです

が、そういう目で注視してなかったのかも分かりませんけども、中流域、下流域のほうはそ

んなにはごみはなかったようにも思いました。

それと、清掃のボランティア団体の方なんですけど、私は直接は川の清掃という団体は聞

いておりませんけども、ただ福井川の地元の協議会なんかでは、この川沿いをずーっと遍路

道といいますか、通っておりまして、今年になってからいろいろ清掃活動だとか、そういう

こともされておりますので、川のほうの清掃も併せてやっていただいてるのかな、というふ

。 、 。うには思っております そのへんは詳しく状況を把握できていなくて 申し訳ございません

○委員

河川ごとに作っている計画はないんですか。

○事務局

整備計画を作る時に、河川法が平成９年に改正された大きな柱でございますので、関係住

民の意見を聞いて、今、計画を持っておるものも新たに計画を作り直すんだ、というのが河

川法の１つの大きな柱でございますので、そういうものを作って関係住民の方の意見を聞い

ていきたいと思います。

ただ、すべてがこういう方法でやれるのか、というとそうではないと思いますけども、福

井川の場合でしたら世帯数が８００ぐらいなので、全戸にこういう冊子を配って、全員から
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ご意見を聞くという手法を持っておりますけども、吉野川の圏域で人口が１７万人ぐらいお

るところにもなりますと、全戸配布というふうにはいかないと思います。

以前に三好西部圏域なんかでやりましたように、閲覧方式というのを取らざるを得ない、

、 、というところもございますけども 基本的にはできるだけ全員の方にご意見を聞けるように

こういう冊子なんかを配布して、できるだけそういうふうにやりたいと思っています。

○委員

すみません、長引かせて。ただ、基本計画はほぼでき上がっていて、住民の意見を聞いて

直す、という手続きはできないですね、恐らく。そうではないんですか。

この冊子が、住民からこのアンケートが戻ってきて、この意見を参考に、これから修正可

能なわけですか。

○事務局

私が申し上げたのが言葉足らずだったかも分かりませんけども、例えば、福井川でも昔に

・・・。

○委員

いやいや、そうじゃなくて、私も同じ意見なんですが、○○委員の話は、今回アンケート

を取りましたと。で、ところがこの委員会ではもう既に審議は今日で終わるわけですよね。

、 、 、 、で このパンフレットを見ると 現在この段階ですよ というふうにものすごく強調して

取りあえずは住民の方々の意見を聞いて、それで何か修正をしたあと川づくり委員会が開か

れて、次に部局という、こういう段階で、今ここですよ、といってるんです。ところが、こ

の委員会では、もう今日でこの審議は終わるんですよ。

その段階でこれを今から配って、その中で何か意見が出たら、その意見ってどういうふう

に整備計画の案に反映されるのか。それが反映されるのか、されないのか。

○委員

、 、実際には このアンケートからものすごく変わった意見が出るとは思えないんですけども

先ほど○○さんがおっしゃったように、一番聞きたいのは問１４だとおっしゃっていました

よね。その前は付け足しだ、というような意図で作られていると。私は、それで理解したん

ですけども、そこで上がってきた文言があって、使われ方としてはこういうふうな意見が上

がりましたと。都合のいいところだけピックアップできると思いますね。

そういう使われ方なんだろうな、と私はこのアンケートを見ながら理解して、ちょっと冷

めて見てたんですが。

それから、住民のほうにこのアンケートをしっかりと使って河川計画に生かすよ、という

ことには、恐らくうそがありそうな感じがして。この計画のね、今できてる報告書の中に、

、 。実際にはそんなに大きな食い違った意見は出てこないとは思いますけども 仮定としてはね

、 、 、やっぱり やるのであれば最初の段階でやるべきであると思いますし これから１５河川

２０河川やるのであれば、それとの整合性があるように、ほかの河川との比較とか、ここは

こういう特徴があるんだ、というようなことを拾い出せるようなアンケート内容を作って、



- 3 0 -

今後、１５回続けていくということをやっていかないと、何かその場しのぎにずっとなりそ

うな気がして、それをむしろ危惧します。

○事務局

まず、今回ご意見いただいたもので、ほぼ固めた案について住民のご意見をお聞きしまし

て、それで意見があればもちろんこの川づくり委員会にフィードバックしてもう１回諮りた

い、というふうに思っております。それが１点です。

河川法では、この河川整備計画の案を作った場合に、関係住民の意見を必要に応じて聴取

しなさいよ、ということがございまして、この案でどうですか、という部分をお示しすると

いうことが根幹でございますので、こういうふうにやらせていただいて、仮に大きな、もっ

とこんな点をしたらいいよ、というようなことがございましたら、また次回、開かせていた

だいて、さらにこういうご意見がありましたよ、ということで審議させていただきたいと思

います。

もし、おっしゃるように、そんなにたいした意見ないよ、というようなことかも分かりま

せんけども、その場合はちょっと省略させていただくこともあるかも分かりませんけども、

基本的にはそのご意見を皆様方にお示しして、再度ご意見を伺いたいと思っております。

○委員

はい、分かりました。すみませんでした。

○委員

そういう趣旨であるのであれば、アンケート調査の聞き方というのを変えなければいけな

いんじゃないかと。

要するに、もう既に作っている案があるわけですから、その案に即して、例えば、魚釣り

とか散歩ができるような河川の整備を考えていますが、それについて皆さん、どういう利用

、 。 、 、を考えられますかとか どういう利用をしたいですかとか 水質のほうは今 ＢＯＤですか

それは基準の中に納まっていますが上がってきてますと。そういったことについてどう思わ

れますかとか。

そういうように、先ほどの案に即した中身で質問をしていかないと、これは単純にいって

みればきれいですか、汚いですかとか、今のイメージだけですよね。何の効果もなくなっち

ゃいますよね。

やっぱりこの案がいいのかどうか、という中身に即したアンケートを全面的に作っていか

ないと、この案が住民の方から支持されるかどうか、にはならないわけですね。

前に三好のほうでアンケートした時も、ちょっと私そういうところで意図することとやる

ことが大きなそごが起こってしまうんじゃないか、という危惧を述べさせていただいたこと

、 、 、があるんですが 今回も単にイメージのようなアンケートになってますので 聞くとすると

こちらの案に即したものの中で聞いてほしいな、というところがありますね。

○委員長

このパンフレットとアンケートを分けて議論しておりますけども、このパンフレットの件
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はもうよろしいですか。

○委員

よろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

用語集のところに二級河川について、県知事が指定した河川ですが、二級と一級とあるか

ら、もうちょっと親切にお答えいただけないかなと思いました。

それから、アンケートのほうで先ほど○○委員もおっしゃったように、どんな目的かとい

うことなんですけど、一般的に私たちは川づくり委員で分かっているんですけど、福井川と

、 、 、いう川があることに対して それの川づくりに関するアンケートというのは やっぱり目的

福井川の川づくりという、どういう目的かという意味ではもうちょっとはっきりさせたほう

がいいかなと思いました。

アンケートの一番裏のほうで「福井川流域にお住まいの方を対象としており、流域内の全

戸に配布」というのは、これを前のほうにもってきたほうがいいかな、と思います。以上で

す。

○委員長

ほかにこのパンフレットの件に関して、ご意見ございませんか。

はい、どうぞ。

○委員

治水のところのイメージ図がございますけども、福井川と椿地川の。意味が分からないん

で、できたら日本語で分かりやすい文字にしてほしいな、と思ったのが。これは水の位置で

すかね。Ｈ．Ｗ．Ｌ、Ｔ．Ｐと書いてあるんですけど、何か分かりやすい言葉があれば変え

ていただければなということと、計画高水流量配分図の、この文字も改めて、もうちょっと

大きめの文字に打ち替えていただけたらな、と思いました。以上です。

○委員

はい。

○委員長

できるだけ簡単にお願いします。

○委員

先ほどの時間軸を考えるというのは、ここに入っているこの図ね、地域の皆さんというの

が基本計画ができる前に続けられていますね。先ほどの事務局の説明ですと、できたものに

ついて説明して、それに対して意見をいただく、というようなことでしたので、時間の流れ

からすると、これが今こっちにあって、それがもう１回フィードバックされるような感じな

んではないんでしょうか。

○事務局
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私どもの考えであるんですけれども、現在、見ていただいておる河川整備計画案で、地元

の方にお伺いして、よろしいですか、というのを今までご審議していただいた、と私どもは

思っております。

それで今回、この内容で地元の方に意見を聞いていいですよ、ということで了解をいただ

いて、それを地元の方に初めて下ろすと。地元の方は、当然、川づくり委員会を通っておる

とか、そういうことはあまり気にされてないと思いますので、そういうことを前の時間軸の

中には入れてはないんですが、それで地元の方の意見をいただいて、それでもう一度、川づ

くり委員会でこういうアンケートの結果が出ましたので、変更になったところを皆さんにも

う一度、見ていただきたい、と私どもは考えてございます。

○委員

だけど、説明としては、そのアンケートを今から直されるんであれば、○○委員がおっし

ゃったように、こういうふうな計画を立てましたと。ＢＯＤの値はいくらですと。もう少し

具体的な、こちらが意図するところに対しての意見をもらうようなアンケートに変わるわけ

ですね、恐らく。

そうすると、当然、アンケートを答える聞き方からすると、こういうものが議論されてき

てるんだな、ということをまず認識してもらわないといけないですね。それをもう既に川づ

くり委員会で議論してきたことである、ということは言わないといけないですね。

そうすると、それは、そんなに整合性がないわけではないと思うので、川づくり委員会は

何回も開かれている中のどっかの時間軸の中に、これが入ってるけど白紙の状態に見えます

よね、これは。

○事務局

正確には２回入っとくべきですね。

○委員

そうだと思いますね。あるいはこうもう１回こちらへ戻すというような。

○委員

地域の皆さんの前に、川づくり委員会を開いていることが流れとして入ってないとおかし

いですね。

○事務局

はい。

○委員

川づくり委員会を前に入れたらいい。

○事務局

はい。入れさせていただきます。

○事務局

前に入れるか、ひっくり返したほうがイメージに近いかも分からんですけど。

○委員
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しかし、ひっくり返してしまうよりも、実際にアンケート取ったら、それを反映する川づ

くり委員会を開くというのが、筋は筋ですね。聞きっ放しやいうのは、おかしいね。

○事務局

はい。

○委員長

長期計画とか中期計画の場合は、５年ごととか１０年ごとに見直しするのが当たり前なん

ですね。あまり決まってしまったから、なんて固定的に考えないほうがいいです。いい加減

といったら悪いけど、柔軟にいけるはずです。

どうでしょうか。これよく分からないんだけど、ここのご意見で修正して、それから校正

ですね、前半分かりにくいなとかいうのがありまして、校正も○○さんぐらいに相談して、

見てもらって。

今の確かにＨ．Ｗ．Ｌなんてのは僕ら見ても気がつかんのですけど、Ｔ．Ｐとかね。これ

やっぱり気がつかれましたね。

それで、それを配ってアンケートということですね。今の修正意見を入れてゴーでよろし

いでしょうか。アンケートもですね。

○委員

アンケートは、全面的に見直しをお願い、そうであればしていただきたいと思いますが。

○委員

○○委員さんなんかにアンケートのデザインをお願いしたら。

○委員長

○○さん、得意ですね。

○委員

○○委員と、どなただったか忘れましたが、そのへんでパンフレットとアンケートを再検

討していただければいいんじゃないですか。

○委員

賛成です。整合性ということがちゃんとできないかんから、アンケートと別々じゃいかん

ね。一緒にやってもらったらいいですね。アンケートの案と、パンフレットですね。

○委員長

事務局、また足を運ばないかんので大変でしょうが。

○委員

一言だけ。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

今の議論、私の個人的な感想としたら、正論で議論しているような気がするんですよ。た

だ、今まで我々が一生懸命、案を作ってきて、それを住民の皆さんに見てもらって、それに
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ついて意見をもらう、とした時に、我々が議論してきたことを、きちっと説明できるそのテ

クニックね。それと、住民がそれに対して意見を出せるという、そこをどこまで望むかとい

うところが難しいと思うんですね。

○委員長

そこだけなんだけど、狙いは。

○委員

だから、かなり苦労されるんじゃないですか、それを本気でしようとするとね。例えば問

１４でね、ご意見を求めていますね。そういうのでいった時に、それを見て川づくり委員会

のほうできちっと解釈して消化して、生かしていくというのは、我々の役目ではないかな、

という気もしたりするんです。

アンケート作りをもう１回検討してもらうとしても、そんな感想を持ちました。だから、

アンケートすること自体はすごくいいことだと思うんですが、あまり過度に期待しないほう

がいいかなという、そんなところがありますね。

○委員長

やってみたらびっくりするんだけど、皆さんが思っているほど川に関心がない。

○委員

それも答えでよく分かっていいと思いますけどね。

○委員

これだけ災害が多くなってきたら、関心を持たざるを得ない。

○委員長

それでも少ないと思います。

○委員

最近は違うと思いますよ。

○委員長

２ｋｍ以上離れると、あまり関心がなくなるらしい。

○委員

委員長、議事進行したらどうですか。時間がない。

○委員長

はい。では、次の（３）吉野川水系旧吉野川圏域河川整備計画（案）をお願いします。

○事務局

事前にお送りしております資料３を、お手元にご用意いただけますでしょうか。大分時間

が差し迫っておりますのと、旧吉野川圏域は約２６０ｋ㎡と範囲が広いので、膨大な資料と

なっております。できるだけ簡略化して説明させていただきます。

まず、お手元の資料３の１をめくっていただけるでしょうか。前回、第１０回とくしま川

づくり委員会でご意見をいただきましたが、十分にご意見をいただける時間もございません

、 、 、でしたので 意見としては少ないんですが いただいた意見に対して修正を加えましたので
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その分について説明させていただきます。

まず、№１ですが、語句の修正ということで、天井河川ではなく天井川、ということで、

よくよく調べてみますと天井川でしたので、本文を始め参考資料で天井河川と書いてありま

したところを天井川に修正いたしました。

次に、圏域の巡航船ということで、昔は内陸航路として河川が利用されていたことを記述

したほうがいいのではないか、というご意見をいただきまして、修正後といたしましては、

「また、明治３０年頃から昭和１９年まで鳴門市撫養町の文明橋から徳島市新町の新町橋の

間を巡航船が就航し、便利な交通手段であったとされる」という文章を追加させていただき

ました。

次に、№３でございますが、河川空間を学習の場としての利用ということで、河川空間を

学習の場として利用できるシステムを作ったほうがいいのではないか、というご意見をいた

だきまして、本文の中で「また、子ども達が学習の場として河川を利用できるよう、河川空

間を保全する」という文章を追加させていただきました。

次に、№４ですが、地名の修正ということで、前回では上板町第十というところで地区が

間違えてございまして、よく調べてみますと上板町の佐藤塚というところでしたので、上板

町佐藤塚に。鳴門市の粟田というところは、調べてみますと里浦でしたので、鳴門市里浦と

いうふうに本文のほうを修正させていただきました。

次に、２の対比表になるわけですが、この部分は、前回の福井川と旧吉野川圏域で文書の

統一がとれていないというご意見をいただきましたので、できるだけ福井川と統一した形で

文章を変えてございます。

これを一つひとつ説明するとなりますと、少し時間が足りませんので、ここでは説明を省

略させていただきたいと思います。

次に、資料の４というところをめくっていただきたいと思います。

ここでは、参考資料の治水計画編のところでいただいたご意見に対して修正を加えてまい

りました。

まず、治水計画編の１ページ目に当たるんですが、参考資料の数値の根拠ということで、

資料の出どころですとか、数値の根拠が非常に分かりにくい、というご意見をいただきまし

た。

それで、いろいろ資料を調べてみますと、国土交通省が発行しております河川現況調査と

いうものをもとに資料を載せておったわけでございますが、国土交通省が出典しております

もので、県河川のデータについては非常に不足しておりまして、参考資料として載せるべき

数値ではない、と判断いたしまして、今回の参考資料からは、その数値を取り除いておりま

す。

５を少しめくっていただいたら差し替え版をご用意しておりまして、前回はこの下のほう

に表をいろいろ書いておったわけですが 今回は このページは前川になるわけですが 前、 、 、「

川の治水計画規模は、既往の洪水と河川の規模、流域の資産状況等を勘案し、１０年に１回
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程度の確率で発生すると予想される洪水を設定した」という文言だけにさせていただいてお

ります。

次に、もう一度、４のほうへ返っていただきまして、費用対効果のところのメッシュデー

タの精度が示されていない、ということでございましたので、修正後につきましては、１０

０ｍのメッシュデータでございましたので 「１００ｍメッシュデータを基に整理し」とい、

うふうに資料のほうを修正させていただいております。

続きまして、資料の７になりますが、参考資料の流域概要論のところでいただいた意見を

修正してございます。

まず、１ページ目ですが、地名の修正ということで上板町第十、鳴門市粟田をそれぞれ上

板町佐藤塚、鳴門市里浦というふうに修正してございます。

次に、２５ページですが、貴重種の追加ということで、前回の参考資料には徳島県版レッ

ドデータブックの絶滅危惧Ⅱ類に当たります○○の写真が抜けておりましたので、この写真

を後ろに差し替え版としてつけてあります。

また、６７－２、６７－３ページで土地利用基本計画図と都市計画図を参考資料に載せた

ほうがいいのではないか、というご意見をいただきまして、後ろの差し替え版のほうにＡ３

で土地利用計画基本図と都市計画図を差し替え版ということで付け加えております。

次に、８８ページになりますが、水質データの追加ということで、旧吉野川圏域につきま

しては、正法寺川を計画の対象区間として入れておりますが、その部分の水質のデータが参

考資料に抜けておりましたので、正法寺川の水質データを本文と参考資料ともに追加してお

ります。

最後になりますが、９３ページの語句の修正ということで、大麻比古神社のことを「大麻

比呂神社神社」にしておりましたので、差し替え版で「大麻比古神社」といたしまして、修

正させていただきたいと思います。

前回、十分な時間が取れませんでして、これくらいの意見しかいただけませんで、その分

については修正したつもりでございますが、旧吉野川圏域については非常に広大な面積を有

しておりますので、今後とも委員の方を個別に回りまして、ご意見をいただきたいと、この

ように考えてございます。

、 、 、それと 今日お配りしました第１１回とくしま川づくり委員会前での意見 ということで

それを４枚ほどめくっていただいたら青の紙がございまして、その後ろの部分が旧吉野川圏

域について委員会前にいただいたご意見になっております。

それで、この中で○○先生のほうから旧吉野川圏域の動植物についてはもう少し地形を考

慮した記述にしてほしいですとか、○○の確認ができた時期はいつぐらいですとか、植物相

の記述を追加しては。

また、課題として増水した場合などの動植物の静水域となる場所を保全する必要がある、

というようなご意見をいただきまして、右のように修正させていただいております。

また、旧吉野川圏域につきましては、福井川と違いまして横断図だけしかお示ししており



- 3 7 -

ませんでしたので、どういう形になるかは分かりませんが、付図とかいう形で各対象河川の

縦断図を後ろのほうにつけておりますので、これを本文の中に盛り込みたいと考えてござい

ます。

以上でございます。

○委員長

どうもありがとうございました。

最後のほうは急いでよく分からなかったですけど。取りあえずアンケート調査を進めても

らうと。旧吉野川圏域でもですね。その結果を基に、もう一度、皆さんのご意見を聞く場を

設けたいと思っております。

事務局のほうから、何か説明しておかれることありませんか。

○事務局

特にございません。

○委員

アンケートですが、どういう趣旨で。さっきのような趣旨なんですか。

○事務局

福井川と同様です。それで、前川と黒谷川、撫養川、正法寺川の各支川を入れた分につい

ての流域の方々に福井川と同じようなアンケートを。多少、工事内容によってアンケートの

内容は変わってくるかとは思いますが、基本的には同じような内容で地元の方のご意見をお

聞きしたいと考えております。

○委員

この事業というのは、整備計画案に基づいた質問の中身ということですか。

○事務局

はい。

○委員長

ありがとうございました。これで議事は全部終了いたしました。司会、事務局にお返しし

ます。

○司会

どうも長時間のご審議、ありがとうございました。今日の整備計画案、それからパンフレ

、 、 、ット アンケートについていただきましたご意見を参考に事務局で修正いたしまして また

個別にご指導をお願いにお伺いする委員もあろうかと思いますけども、どうぞよろしくお願

いいたします。

それで、全体を通しましてご質問とかご意見とかはございませんでしょうか。

○委員

次回は、いつごろを考えておられるか、お伺いします。

○司会

実は、今年の春先に申し上げましたように、できれば１２月にしたいとも思いますが、１
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、 、 、 。２月 皆様方 非常にお忙しい時期じゃないかな ということがちょっと心配でございます

それで、１２月か１月か、という言い方しかできませんけども、また事前にご都合をお伺

いしまして、開催日を決めさせていただきたいと思います。次回はアンケートの具合もあり

ますので、日程のほうはちょっとそれぐらいにさせていただきたいと思います。

それでは、最後に河川課長からご挨拶を申し上げます。

○事務局

委員の皆様方には、大変長い時間にわたりまして貴重なご意見、ご審議を賜ったわけでご

ざいまして、ありがとうございました。

最後は、かなり走り走りのご説明になったと思います。誠に時間が取れずに申し訳ござい

ません。

、 、 、 、事務局といたしましても なお一層努力を重ねまして 今後ともご意見 ご指導のほどを

よろしくお願い申し上げます。

本日はどうもありがとうございました。

○司会

それでは、第１１回のとくしま川づくり委員会を閉会させていただきます。どうもありが

とうございました。

以 上


