
第２１回とくしま川づくり委員会

第２１回とくしま川づくり委員会

議 事 録

平成２２年１２月１日

徳 島 県



- 1 -

第２１回 とくしま川づくり委員会

議 事 録

日時：平成２２年１２月１日（水）

13 30 15 30： ～ ：

場所：県庁１０Ｆ 特別大会議室

【事務局：司会】

それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第２１回とくしま川づくり委員会」

を開催させていただきます。

本日、会議の進行を務めさせていただきます、私、河川整備課 課長補佐の○○でござ

います。よろしくお願いいたします。

それでは、まず最初に○○河川局長から開会のご挨拶を申し上げます。

【事務局】

河川局長の○○でございます。

○○委員長をはじめ、委員の皆さまにおかれましては、大変お忙しい中、ご出席を賜り

まして誠にありがとうございます。

また、日ごろは、本県の河川行政の推進に多大なるご理解とご協力を賜っておりますこ

と、この場をお借りして、御礼を申し上げます。

委員の皆さまは、もう既にマスコミ報道などでご承知とは存じますけれども、先に開催

されました、政府「行政刷新会議」における事業仕分けによりまして 『社会資本整備事、

業特別会計を一般会計化するとともに、治水事業については、予算要求を１０％～２０％

削減する』という評価が示されたところでございます。

本県は、台風のたびに、県下各地で浸水被害が多く発生しておりまして、河川について

は、全国に比べても極めて低い整備水準であるとの現状から、今回の仕分け結果につきま

しては、非常に深刻な問題であるというふうに受け止めております。

県といたしましては、

『治水事業の重要性について、十分に議論が尽くされているとは言い難い事業仕分けの結

論によることなく、地域の実情に合った必要な治水事業予算の総額を確保すること』を、

国に対して、機会あるごとに強く訴えているところでありますので、委員の皆さまにおか

れましても、側面的なご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

さて、本委員会につきましては、８月に引き続いて、本年２回目の開催とさせていただ

いております。

本日の議事につきましては、前回に引き続きまして、

「宍喰川水系の河川整備計画（案 」と、新たに「立江川水系河川整備計画（素案 」の） ）

２件について、ご審議いただくことを予定させていただいております。

「より良い徳島の川づくり」のために、委員の皆さまにおかれましては、積極的なご審

議を賜りますよう、お願い申し上げまして、簡単ではございますけれども、開会のご挨拶

とさせていただきます。

どうぞ、よろしくお願い申し上げます。

【事務局：司会】

それでは、議事に早速入っていきたいと思いますが、議事に入ります前に、お手元の配

布資料の確認をさせていただきたいと思います。本日の会議資料は、全部で９種類ござい

ます。
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まず 「次第」でございます。その次に「委員名簿」です。それから「座席表」一枚も、

のが付いております。それから、もう一つ、カラーの「宍喰川水系河川整備計画住民アン

ケート調査結果」というパワーポイントの資料でございます。

次が 「二級河川宍喰川水系河川整備計画（案 」でございます。、 ）

その次が 「二級河川宍喰川水系河川整備計画（再修正素案）との対比表」でございま、

す。

続きまして 「二級河川立江川水系河川整備計画（素案 。そして、パワーポイントの、 ）」

資料でございますけれど、同じく「二級河川立江川水系河川整備計画(素案)」という資料

と、最後に、前回「第２０回とくしま川づくり委員会」の「議事録概要」でございます。

以上、９種類でございますけども、揃っておいででしょうか。

次に、マイクの使い方についてですが、ご発言の際には、机の上の白いボタンを一度押

していただいた上で、ご発言いただきますようよろしくお願いいたします。

それでは、議事次第に従いまして、進行を進めたいと思います。

ここからは、委員長に進行を預けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【○○委員長】

はい、それでは本日も円滑な議事進行に、ご協力よろしくお願いいたします。

それでは、早速、議事の一番目に入っていきたいと思います。

まず 「二級河川 宍喰川水系河川整備計画（案 」でございます。前回からの続きであ、 ）

りますので、前回のお話で、住民を対象としたアンケート調査を行うといったことで、そ

の結果が出ております。それも含めて、事務局の方で説明をお願いします。

【事務局】

事務局の○○でございます。どうぞよろしくお願いします。

今回、宍喰川水系の河川整備計画の案ということで、前回８月に、この委員会で修正素

案についてご審議いただきました。

その中でいただいたご意見、さらには、あとで説明させていただきますけども、旧宍喰

町の宍喰川流域の住民の方に対して実施しましたアンケート調査、それを踏まえて、今回

。 、 、案というような形にさせていただいております この赤の部分でございますけども 今回

案としてご審議いただくことになっております。

それでは、具体的な中身、アンケート調査について、担当の方から説明させていただき

ます。

【事務局】

担当の○○です。よろしくお願いいたします。

宍喰川の河川整備計画について、アンケート調査を実施いたしました。実施の方法につ

いてですが、まず、海陽町の宍喰地区、旧宍喰町ですが、全戸数を対象にして実施いたし

ました。

配布の方法といたしましては、海陽町の方で、広報誌の配布のネットワークがあります

ので、それを利用させていただきまして、その中へ同封させていただくようなかたちで配

布をいたしました。

それで、調査期間といたしましては、平成２２年の１０月１５日から１０月３１日、約

２週間を調査期間といたしました。

それとは別に、若い世代の意見を聴取しようということで、宍喰中学校の全校生徒を対

象にアンケート調査を実施いたしました。我々、県職員が中学校の方へ行きまして、概要
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説明を行い、その場でアンケートに答えていただきました。

中学生に対するアンケートの内容については、一般の方と同じものとして、１０月１８

日に実施をいたしました。

アンケートの回収率についてですが、まず一般の方の宍喰地区の全戸数、約１，３５０

ありますが、これを全戸数に配布いたしまして、回答をいただいたのが１２７。

回収率としては、９．４％程度になっております。

中学校の方については、その時、参加していただいた生徒７７人全員にアンケート調査

を実施いたしまして、その全員から回答を得ております。

合計いたしまして、配布部数が１，４２７に対して、回答数が２０４ ということで回

答率としては、１４．３％ということになっております。

回答者の内訳としては、まず１０代、一番上にありますが、これが宍喰中学生になりま

す。それと、今回、各世帯ごとに配付したことから、世帯主の方、やはり宍喰地区におい

ては、６０代以上の方が多いということで、回答者としては、６０代以上の方が多くなっ

ております。

また、職種等について、下の表になりますが、下から２番目の表が学生で７７人、これ

が宍喰中学校の生徒。それ以外については、概ねいろんな職業の方にご回答いただいてお

ります。

、「 」 、 。問の１番として 宍喰川の川づくり について 優先順位というのを聞いてみました

「 」 、「 」 「 」 、治水・利水・環境面 につきましては 動植物 と 河川空間 という二つに分けて

「優先順位というものを付けてもらえますか？」といった質問をいたしました。

回答としては、やはり「治水が１番」といった意見、次には、やはり「環境 、中でも」

「動植物 、これを「大切にしていきましょう」といった意見をいただきました。」

問の２番目といたしましては 「治水 、それと「地震津波に対する安全度」というの、 」

を聞きました。それに対する回答としては、洪水に対しては約半数の方が、また地震・津

波に対しては、約７割の方が「まだまだ危険である」という認識であるということがわか

りました。

問の３番目といたしましては 「地震や洪水の津波の対策」として 「工事以外で不足、 、

しているもの 、ソフト的な面について、質問しました。」

その結果といたしましては、１番にはやはり 「地震や津波などの情報」を 「すばや、 、

く伝える体制づくり 、これが必要であると地元の方は考えているということがわかりま」

した。

これについては、我々、水位の情報とか、雨量の情報とか、インターネット等で配信を

しているんですが、それが、まだまだ地元の方には伝わりきれていないのかなという認識

を持っております。

今後は、こういったものについては、十分地元の方に伝えられるようにしていきたいと

考えております。

、「 」 、 。問の４番目といたしまして 利水についての満足度 について 質問をいたしました

宍喰川については、多雨地帯といったこともあり、大きな渇水の被害がないということ

で 「かなり満足している」という回答、それと「利水」ということから 「よくわから、 、

ない」といった回答が多かったと思われます。

問５として 「河川環境をどのように感じていますか？」ということで 「水質 「環、 、 」、

境」それから「河川空間」といったことの質問をいたしました。１番の「水質」というこ

とについては、約７割の方が、やはり「満足である」と 「きれいな川である」といった、

認識を持っているということがわかりました。

川の利用についてですが 「川での水遊び」とかについて問いました。それで、中学生、
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の方と一般の方とで、かなり違いが出ております。中学生の方はやはり、川でプールなん

かで遊んでいるといったこともあって、満足度はかなり高いんですが、一般の方について

は、半数以下ぐらいの満足度 「満足」と「不満」が半々といった回答結果になっており、

ます。

それと 「河川内の樹木」についてですが、これも中学生の方と一般の方で明らかな差、

が出ております。中学生の方については 「もっと生えた方がいい」とか 「今のままが、 、

よい」といった意見が７割程を占めておりますが、一方で、一般の方については 「伐採、

してほしい」といった声の方が圧倒的多数を占めております。こういった結果になってお

ります。

問６番として 「川の利用について、どのような施設を望みますか？」といったことを、

聞いております。これは 「ハード的な設備について、どのような設備を望みますか？」、

といったことを問いました。

これについては 「階段」や「スロープ 、また「ベンチ」とか 「イベントができる公、 」 、

園」とか、概ね分かれたという感じの回答を得ております。

問７番として 「川を管理する中で、大切だと思うものはなんですか？」といったこと、

で、これも中学生と一般の方で大きく分かれております。一般の方は、先ほどの樹木の時

の問いにもあったんですが 「土砂や樹木を取り除く」といったことが圧倒的多数を占め、

ております。一方で、中学生の方は 「堤防の保守点検をしっかりするべきだ」といった、

意見をいただいております。

問の８番として 「今後の川づくり 、連携のことについて問いました 「どのような活、 」 。

動やイベントに参加したいと思いますか？」といった問いかけに対して、多くの方が「清

掃活動」とか 「草刈り 、こういったものには参加したいという意見をいただいており、 」

ます。

最後に、問９番として、任意で「何でもお書き下さい、要望があればお書き下さい」と

いう質問をしております。これに対して、多数の意見をいただきました。

、 、 。「 」まず 河川改修では ３件の意見をいただいております 早く河川改修をして下さい

と 「地震・津波」についても 「危なくないようにしてもらいたい」といった中学生の、 、

意見、それから河川の改修方法としては、やはり「水の流れるところを広くしてほしい」

とか 「自然も残しながら川づくりをしてほしい」といった回答をいただいております。、

それから 「利水面」につきましては、少ないんですが、やはり「農業排水などが濁る、

ことがありますよ」といった意見、あと、水質・水量については、９件ほどの意見をいた

だいております。中には 「森林のミネラルを海へ」といった、森林とリンクさせるよう、

な意見もありました。

「動植物」につきましては、９件ほどの意見をいただいております。

「アユやウナギの遡上 「川の上下流への移動ができる川づくりをやってもらいたい」」

といった、意見がありました。

「河川空間と樹木 、これについては、かなり多くの意見をいただいております。」

「河川空間」については 「水辺に近づく」といったところについて 「安全・安心で、 、

楽しく遊べる川にしてほしい」といった声が、かなりありました。

また、中学生の中には 「中学生としては遊べるんですが、小さな子供や小学生には危、

ない所があるよ」という、意見もいただきました。

あと 「土砂や樹木の除去」については 「早く除いてほしい」と 「かなり木が大きく、 、 、

なりすぎてるよ」といった、意見をいただいております。

維持管理については ４件ほどいただいておりまして 充分にやって下さい とか ボ、 、「 」 「

ランティアなんかを使ったらどうですか」といった意見をいただいてます。
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ゴミや清掃についても同じですが 「ゴミ拾いがしたい」と「清掃活動を実施して下さ、

い」といった、意見をいただいております。

５番目、連携・協働といたしましては 「避難訓練なんかをやったらどうですか」とい、

った意見とか 「自然環境や人の心の有り様との融合を図る方向」とか、そういった意見、

をいただいてます。

また 「その他」としては、先ほども少し出てきたんですが「森林の整備を行って下さ、

」 、 、 、「 」 「 」い といった意見とか 我々 河川管理者とはちょっと違う 外灯がいる とか 暗い

とか、そういった意見も中にはありました。

「アンケート調査のまとめ」としては、特に多かった「土砂や樹木の除去」これについ

て、一般の方からは「早く除けてほしい」といった意見が多数を占めているんですが、一

方で若い世代、中学生の方なんかは 「景観的に非常に良い」と「木はあった方が良い」、

という意見もあるということで、我々、河川管理者とすれば、今後、どういった状況にな

れば土砂や樹木の除去を行うのかという「マニュアルづくり」的なものを行っていく必要

があると思っております。

また 「河川空間の利用」については 「階段」とか「スロープ 、それから「ベンチ」、 、 」

などの設備を望んでいる声もあるんですが、今の財政状況が非常に厳しい中で、そういっ

たハードの設備というものも非常に難しいものもありますから、とりあえず、すぐ出来る

こととして、我々としては、いま堤防に生えている草とか、それから川に降りた所に生え

ている樹木とかを管理して、川へすっと入っていけるような状況、水辺に近づきやすい環

境を整えていきたいというふうに考えております。

アンケート調査の結果としては、以上となっております。

【事務局】

それでは、宍喰川の河川整備計画（案 、前回の（修正素案）に対して、今回の案とい）

うことで、前回から修正させていただいたものについて、ご説明させていただきます。

資料につきましては、Ａ３横長の対比表とＡ４縦の整備計画（案）です。

まず、Ａ３の対比表の１枚目ですけれども、項目の見直しということで、項目立てを一

部見直しました。

１点目が、現状と課題。前回は、概要の中に「現状と課題」というものを書き込んでい

たのですが、国が策定しております、吉野川や那賀川の整備計画での書きぶり、これにつ

いては、現状と課題をひとつの項目として立てておりますので、それに合わせるようにし

て、それぞれ「治水 「利水 「河川環境」というように、現状と課題を書き換えてお」、 」、

ります。

、 、 、もう一点が 前回の委員会の中でも○○委員をはじめ いろいろご意見いただきました

いわゆる「その他の事項」という部分で、ここについては、新たに 「５」ということで、

「連携・協働」という項目を立てさせていただいて、その中で「住民 、それから「関係」

機関との連携・協働」と「危機管理体制・水防活動」というような項目に新たにさせてい

ただいております。

対比表を１枚めくっていただいて、裏面です。本文の中に入ります。

まず、１ページ目。概要の部分です。前回、○○先生から 「昔ながらの暮らしが多く、

残っている」ということついては、あくまで川の利用の部分だけなので 「河川空間の利、

用の方が望ましいのでないか」という、ご意見をいただきました。今回、右のように「河

川空間の利用が多く残っている」というような表現に改めさせていただいております。

それから、本文１４ページになります。これも○○先生からのご意見です。やはり宍喰

川は、内水被害もあるということで 「内水対策を盛り込むべきでないか」というような、
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ご指摘でした。

河川管理者としては、いま現在の宍喰川流域、すぐに内水対策をするほどの被害は出て

いないのかなという認識ではありますけども、今後の被害の発生状況であるとか、河川整

備の状況などを踏まえて、こういった文言を書き加えさせていただいて、今後の状況をみ

るというような表現に変えさせていただいております。

次が、本文の１５ページ。河川の維持管理のところです。

○○先生から、主に樹木の内容なんですけども「樹木伐採をどのような時に行うのか、

あるいは目指すべき目標は何かを記載すべきでないか」という、ご意見に対しまして、先

ほどのアンケート調査でもあったように、樹木については、一般の方の７割ぐらいの人が

伐採してほしい という反面 中学生の７割ぐらいは もっと生えた方がいい とか 今「 」 、 「 」 「

のままでいい」といった意見がありました。

また、一般の方の７割が「土砂や樹木を取り除くことが、河川を管理する中で大切だと

考えている」といったことで、やはり河川管理者としては「あるべき姿」を持っておく必

要があるのではないかと思います。

先ほども説明させていただいたように、河道内の堆積土砂や樹木については、一定のマ

ニュアルを作ることが必要であるということで、右の修正部分ですけども 「洪水時にお、

いて、流下能力が維持できるよう、土砂や樹木の除去のマニュアルづくりに努める」とい

うようなことを記述させていただきました。

それから、河川管理施設という表現について、護岸とか築堤とか水門とか排水機場とい

うように、具体的にイメージしやすいような表現に改めさせていただいております。

次が、本文の２２ページになります。○○先生からのご意見でした。表があって 「河、

、 」 、川管理施設の排水ポンプ場については 容量・能力を記載すべきでないか ということで

宍喰川の排水機場について、排水能力２トンというような表現を記述させていただいてお

ります。

それから次に、本文の２３ページになります。対比表では、二枚目の一番下になります

けども、○○先生から 「河川空間の適正な利用」の部分に関して「保全に重要な区域は、

どこか、明確にすべきでないか」という、ご指摘をいただいております。

宍喰川については、上流から中流、河口にわたって、県の絶滅危惧種である、植物であ

れば「タコノアシ 、それから魚類であれば、準絶滅危惧種ですけども「アユカケ 、甲」 」

殻類では「ヒメヌマエビ」等々、希少種が確認されておりますので、これら希少種が確認

されている箇所、ここについては当然 「特に重要な区域として保全にしていくべき」と、

考えますので、こういう表現を新たに書き加えさせていただいております。

それからもう一点、これはアンケート調査の結果で 「今後の川づくりにおいて、どの、

ような活動に参加してみたいですか」という問いに対して、６割弱の方が「草刈りや清掃

活動に参加してみたい という 回答をいただいております そこで 本文の中にも 草」 、 。 、 、「

刈りやゴミ拾いを官民協働で行い」というような表現を新たに付け加えさせていただいて

おります。

続きまして、対比表の３ページ目。本文では、２４ページから２５ページの部分です。

これが、新しく項目立てをした部分で 「連携と協働」です。○○先生から「地域との、

連携について、イメージできるモデルやビジョンを書き込むのが望ましい 、それから○」

○先生からは 「具体的なことを書き込むことが重要」というようなことで 「イメージ、 、

しやすいというようなものに改めるべきだ」という、ご意見をいただいております。

そこで まず大きく 連携と協働 という項目を新たに作ったという点 それから 連、 「 」 、 、「

携と協働については、流域住民・関係機関・河川管理者が一体となって取り組んでいくこ

とが極めて重要である」というような表現に変えさせていただいております。
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それから、イメージしやすいもの 「挿絵とか写真とかを入れて工夫すべき」というこ、

とで、対比表の右側、官民協働型「維持管理システム」とか「ＯＵＲリバーアドプト」な

ど、河川管理者と地域住民、 の関係がイメージできる絵、それから下の方には、環NPO

境学習をイメージできるような写真を新たに追加させていただいております。

それで、対比表の最終のページ。本文では、２５ページの部分です。ここについても、

一つは住民と河川管理者、地元海陽町との関係がイメージできるような絵を一つ入れさせ

ていただいているのと、先ほど説明させていただいたように、アンケートの回答結果の中

で「住民に情報がうまく伝わっていない」ということで、県としてはホームページなどに

も載せてはいるんですが、その情報が十分に周知できていないのかなということを認識し

ましたので、今後、その雨量や水位のデータについては、地元の海陽町をはじめ水防団や

住民の方々に伝えることが重要であると思います。

さらには、その防災訓練や水防の情報伝達訓練などを実施するというような文言を新た

に付け加えさせていただきました。これが今回の案として、出させていただいた内容にな

ります。

今回、この案について了解をいただきますと、今後は、地元の海陽町とか関係機関に対

、 、して 正式な意見照会とか協議をさせていただくというような流れになっていきますので

どうぞ、よろしくお願いしたいと思います。 以上です。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。それでは、ただいまの説明につきまして、皆さんから

ご意見をお伺いしたいと思います。

説明していただいた内容は、前回の皆さんのご意見を反映して、計画を改めたというこ

とでございます。勿論、最初のアンケートの結果も反映させてのものです。

どうか、よろしくお願いいたします。 はい、どうぞ。

【○○委員】

いろいろ、修正いただきまして、ありがとうございます。

修正していただいた内容の、１５ページの９行目ですけども、これは、アンケートの回

答で中学生の方は 「樹木を残してほしい」と、これからの世代に関しては。でも、一般、

の方と言ってもほとんど６０代以上の方で、ご年配の方が多いかと思いますが、中学生と

ご年配の方との意見の相違があるということで 「マニュアル」の設定を目指すというこ、

と。これについては、前進だと思いますけども 「ガイドライン」の方が良いんじゃない、

ですか。マニュアル？、その意志決定が、どこで行われているかによるんですけども、切

るか切らないかとか、合意形成の場をどうやって作っていくのかとかですね…。

【事務局】

いま、マニュアルという表現をさせていただいているんですけれども、具体的にイメー

ジできるものを今は持っていないので、例えば、国交省の方で作られているようなもの、

それから、全国の各県がどのようなものを作っているのか？というようなことも情報収集

、 、 、した上で どういったものが出来るのかなというように 今のところは考えてはいるんで

また、ご意見等いただけたらと思います。

【○○委員】

、 。この言葉がこれで決定されたら この計画に入るんですよね？マニュアルという文言で
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【事務局】

はい。そうですね。

【○○委員長】

私も○○先生に言われて、マニュアルというのは、作業の手引きみたいな感じですね。

ガイドラインと言えば 「意志決定」というか 「考え方」と言うか、もう少し大きなイ、 、

メージ。だから、ここからは個人の意見ですけども、ガイドラインの方がいいかなという

気もしますが。どうでしょうか？これ、こだわっていますか？

【事務局】

いえ、特に。考えた時にイメージできるものとして出てきた言葉が「マニュアル」だっ

たものですから、マニュアルとさせていただいております。

【○○委員長】

委員の皆さまはどうでしょう？

【○○委員】

ガイドラインの方が良いと思います。

【○○委員長】

、 、 、では その方向で進めていただいて これから関係機関と調整するということですので

その時に関係機関にも聞いてみて下さい。

【○○委員】

もう一点、その「ガイドラインづくり」の目的が 「流下能力の維持」ということが、、

ここで浮き彫りになってくるんですけども、一方の「樹木管理」というのが、ここでは、

ちょっとどこかに置かれている感じがします。文言としては。

【○○委員長】

これは、例えば入れるとしたら、一言。

【○○委員】

河川の維持管理ですね、環境とか、それから治水面とか 「河川機能が十分に発揮でき、

るような」とか 「トータルとしての機能をどう発揮させるか」ということだと思うんで、

すけど。

【○○委員長】

これも、どうでしょうか。出来るだけ、決められるところは、決めたいと思います。

なぜ、ガイドラインを作るかと言うと 「流下能力が維持できるように」ということで、

しょうけど、○○先生が言ったのは、もうちょっと、観点を大きくして「河川機能が十分

発揮できるように」とか、そんな感じですよね。

事務局、いかがですか。もちろん、流下能力の維持というのも含んでね。その辺、上手

な表現にして下さい。

【事務局】
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そうですね、はい。

【○○委員長】

はい、他にご意見ございましたら。

【○○委員】

私ばかりで申し訳ないんですけども…。

、 、２３ページの２５行目 これは私の意見に基づいて修正いただいた部分なんですけども

希少種が確認されている箇所を重要な区域として、やっていただけることは、有り難いと

思います。

これは、そういう場所を地図とかで示すようにして 「ここは重要です」ということを、

計画の中に入れるという意味ですよね？具体的に、希少種が見つかっている場所というの

が、ここで文言に盛り込まれている訳ですから、これから種の移動ということが起こる訳

なんですけども、そういうことも踏まえて、どうやってそこが大事かということを示すこ

とが大事かと思います。

もう一点は、その希少種情報を出すことのリスクも考えなければならないと思いますけ

ども。

【○○委員長】

そうですね。

【○○委員】

そこを、例えばマリンピアの方では、ルイスハンミョウがいるところを積極的に押し出

して、住民がそこをちゃんと見回りできるような連携の仕組みを作ろうとしてますよね。

この点も、中学生が関係機関あるいはボランティア活動に対して、すごい積極的な意見

をいただいていることを含めると 「努める」のは 「頑張ります」とは、言っていただ、 、

いているんですけど、保全のしくみについても、防災訓練とかの連携の中で作り上げられ

たら、とても頼もしいと思いますし、すごい良いことだと思います。自然環境課とかとの

連携も必要となってくるのかも知れませんが。

【○○委員長】

はい。今のご意見について、いかがでしょうか？

【事務局】

今、先生がおっしゃってた具体的な場所といったところについては、やはり、今まで知

られていない希少種。整備計画というようことになりますと、基本的には県のホームペー

ジで、本文について公表することになりますので、その中で書き込むとなると、やはり、

ちょっと、よろしくないのかな。というようには思っています。

【○○委員】

悩ましいんですけど、やっぱり重要地域というのは、河川計画図の中には、あるべき図

だと思うんですよね、それを位置付けるのであれば。河川管理者が、工事とか、ここは草

刈りましょうよ、っていう意見が出てきた時に 「ここは気をつけてやりましょうね」と、

いうことが、直ちに周知される必要がありますよね。
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【事務局】

この本文の中に書き込むというのでなくて、例えば、これを地元の海陽町とかと共有し

て、そこのそういった情報、あまり公にできないようなものについては、関係機関、地元

の町になると思うんですけど、そこと共有していて、それがうまくできるような方向がい

いのかなと。敢えて、この本文の中に書き込むことには、少し抵抗があるんですけども。

【○○委員】

、 。 、 。はい それは感じます それ以降ですよね どういうふうに情報を共有するかですよね

そこは、もう少し踏み込んで書いておかないと、ただの飾り 、飾りとは言いませんけ．．．

ども、実現手法が見えてこない感じがします。

情報に関しては、共有しつつ、公開することのリスクを考えて、公開の仕方とか情報共

有の仕方を検討した上で、実施していくとかですかね。ちょっと回りくどいですけど。

【事務局】

扱いのルールみたいなもの、例えば、県も県庁であるとか、出先の方であれば海陽町で

あるとか、宍喰川については、南部県民局の美波庁舎とか地元の海陽町、そういった所が

同じ情報を持っていて、その扱いをどうするかが必要なのかと。

【○○委員】

実際に種を守っていく時には、住民の協力というものが、どうしても必要になってきま

、 、 、 、すし それは 自然環境課の方も頭を悩ませているところであるんですけれども 例えば

アンケート結果の中で、自然観察会を実施したいとかですね、そこで、しっかりと、学校

、 、 、との連携 環境教育のプログラムを作るとかですね そこに講師を派遣するとかっていう

積極的な連携の中で、河川環境も考えるし、この希少種の問題も考えられるような、ひい

ては、多様性の推進に貢献できるような枠組みの構築を、是非、目指していただきたいと

思います。

【事務局】

公共事業全体については、環境配慮、土木の事業では色々とやっております、そういう

中の一環だろうと思うんですけども、これは河川だけでなくて、他の事業も含めた全体的

な話になろうかとは思いますので、河川の方でも、そういった配慮についても今回、書き

込ませていただいております。先ほど説明させていただきましたように、出来るところか

ら取り組んでいるということでして、河川だけでは、なかなか全部をカバーできないとこ

ろもあろうかと思います。

【○○委員】

いや、公共事業にかかわらずですね、川に関わる人すべてと連携ということになると思

うんですね。事業を進める時だけということではないと思います。

【事務局】

関係機関との、そういった情報共有は、非常に大事だと思います。

【事務局】

例えば、今の「特に重要な区域として保全に努める」という部分について 「重要な区、

域として、関係機関と情報共有しながら保全に努める」とか、そういうな文言の方が良い
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のかなと。

【○○委員長】

そうですね。文章としては、今でも含んでいるんですけども、より具体的に表現をした

方がいいと思いますので。

【事務局】

はい。今のような形で書き加えさせていただきます。

【○○委員長】

それから、箇所を示すとにいうことについては、もう一回ご検討していただいて、要す

るにゴールというのは、そういった大事な所は 「保全して乱さないようにしましょう」、

ということですよね。だから、それをここで示すのが良いのか、それともちゃんと情報が

伝わったら良いのか、その辺のところを整理して決めていただくと。そんなところで、よ

ろしいでしょうか。

【○○委員】

はい。

【○○委員長】

ありがとうございました。

それでは、他にご意見ございましたら。はい、どうぞ。

【○○委員】

図面の番号付けは、ほとんど出来てるんですけども、後ろの「連携・協働」のところの

図にも番号を入れておけば良いのでは と思います。_

【○○委員長】

そうですね。

【事務局】

失礼いたしました。入れておきます。

【○○委員】

写真もオリジナルなら、１・２・３とか、番号付けをしてもいいんじゃないかなと思い

ます。

【事務局】

わかりました。修正させていただきます。

【○○委員長】

はい。計画書の体裁にかかるところですね。よろしいでしょうか。

どうぞ。

【○○委員】
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最後の図なんですけど、情報共有に関しては、この図では県から一方的に海陽町と順番

に流しているんですが、例えば連携というのは 「こういうところが壊れているよ」とか、

情報を集約して、どこが窓口になるのか、住民から海陽町に矢印が必要かどうか分かりま

せんけども、県として、どのように情報集約するかということについても、併せて計画さ

れていた方が良いかと思います。

【○○委員長】

はい、今のよろしいですか？

【事務局】

はい。

【○○委員長】

はい、よろしくお願いします。他に、いかがでしょうか。

【○○委員】

なければ。教えてほしいんですけども。

最後の２５ページ 「雨量や水位のデータを迅速に云々…」というところですけど、国。

、 、交省の方はオンラインで リアルタイムで家のパソコンで個人が見えると思うんですけど

今まで知らなかったですが、県はどの程度まで、それをオンラインで個人が見られるよう

になっているんですか？

【事務局】

これもやはり、十分に周知ができてないということだと思うんですが、県についても、

ホームページの中で、ホームページの左の一番上のところのバナー 「安心とくしま」と、

いうものがありますけども、その中に入っていただくと、いわゆる防災情報がいっぱい入

ってる部分があります。その中に河川なんですけど、名前自体は 「道路防災情報システ、

ム」というものがあります。

【○○委員】

ちょっと、入りすぎて分かりづらいですね。

【事務局】

名前が、このようになってしまっていますので、ちょっと分かりづらい部分があるのか

なと思うんですけども、その中に入っていただきますと、雨量、それから水位について、

それぞれ県が管理する分と国が管理する分も含めて載せております。

【○○委員】

それは、いつからですか？

【事務局】

これはもうかなり古いです。かなり前からです。

【○○委員】

水位も？
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【事務局】

はい。

【事務局】

確かに、ちょっと分かりにくいところがあります。

【事務局】

携帯電話の方でも 「ケータイ県庁」というのがございまして、その中で、雨量と水位、

について見られるようになっています。

【○○委員】

それでは、要望としてもう一つ。

雨が降り出したとか水位が高くなった時に、県庁のホームページでどこを見ればパッと

分かるように、また、地震とか津波とか、いろいろ全てに関してパッと出るようにしてお

いていただきたいと思います。お願いしたいと思います。

【○○委員長】

はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。

【○○委員】

○○です。前回ちょっと欠席させていただいたんで、あんまり意見はないんですが、今

の○○先生のことで、これも僕も見たこともありますけど、非常に深いところに入ってま

して、ほとんど分からない状態で…。

それで、この計画書に書くのが良いのかどうか分からないんですが、ＵＲＬなんかをこ

こに書いておいてもらえると、多少ともアクセスはしやすいかなという気はしています。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。他にいかがでしょうか？よろしいでしょうか？

今回、ずっとこれについて議論してきまして、３回目になります。前回の意見について

は、事務局で整理されて、今回、このように修正していただいたところです。

皆さん、もしご意見がございませんでしたら、今日の皆さんからいただいた意見につい

ては事務局で修正していただいて、意見についてもそんなに難しいものは無かったという

気がしますので、私、前回申し上げましたが、河川の専門家ではございませんが、チェッ

クはできそうな気がします。修正後に、事務局から私に説明いただいて、次のステップに

行きたいなと思っていますので、これについてはこれで「済み」ということでよろしいで

すか？

はい。それでは、次のステップは、先ほども説明にありましたように、関係町と国交省

への協議・相談をしていただくということで、宍喰川水系の河川整備計画（案）の審議に

ついては、これで終わりということにしたいと思います。あとは、事務局で（案）がとれ

るようなステップを踏んでいただくよう、よろしくお願いします。

それでは、次の議題に移っていきたいと思います。こちらは、立江川でございます。

今日は、整備計画の素案が示されています。もう一年以上前になりますが、整備方針に

ついての審議をいたしました。これからは、整備計画についての審議ということで、事務

局に説明していただいて、また皆さんにご意見いただきたいと思います。
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それでは、説明よろしくお願いします。

【事務局】

はい。立江川水系の河川整備計画について、今回、素案というかたちで、お諮りいただ

くことになります。

立江川水系につきましては、平成２１年３月に開催しました第１９回のこの委員会にお

いて、河川整備の基本方針をご審議いただいて了解いただいております。おかげさまで、

これについては、平成２１年１１月に無事、公表させていただいたところでございます。

本日は 基本方針に続きまして 河川整備計画ということになります スクリーンの 河、 、 。 「

川整備計画の策定の流れ」というところの赤色の部分、一番最初の部分になります。

今回、初めてご審議いただくことになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、具体的な中身につきまして、担当の方からご説明させていただきます。

【事務局】

それでは説明させていただきます。立江川の流域概要になります。

立江川は、小松島市を流れている二級河川であります。流域面積が２４．４ ㎡、幹川k

延長といたしましては、５．５ ほどの比較的小規模な河川であります。km

立江川水系は、この辺の山がせり出しております、この写真で言います上側が田野川、

そして、下側が立江川ということで、二つの大きな流域に分かれております。

まず、立江川ですが、立江川は上流の方で水田、圃場整備により、水田の整備が進めら

れております。また、この写真の右側の方、坂野地区になりますが、その辺も圃場整備に

より、水田の整備等が現在進められております。

立江川そのものは、この平地部をゆったりと流れるような川となっておりまして、背後

の地盤が非常に低い、高潮などの時には海の方が高くなるような、そういった地形の特徴

を持っております。

田野川の方ですが、田野川も同じく下流部一体は、圃場整備により水田が広がっており

ます。それで、田野川の上流へ行きますと、恩山寺谷川、政所谷川といった川の名前が変

わっておりまして、そこから急激に山の方へ上っていくような、そういう地形となってお

ります。

次に、気候についてです。立江川の流域全体は、瀬戸内海、雨の少ない瀬戸内海気候と

夏に雨の多い太平洋側気候、そのちょうど中間地点になっております。年間の降水雨量と

しては、約１，５００から２，０００ といった比較的、徳島県内においては、中間mm

ぐらいの雨量となっております。

治水の現状と課題についてです。田野川付近におきましては、この写真、昭和５１年ご

ろに大きな雨がありました。また、立江川でも昭和５０年代に、かなりの大きな雨があっ

て浸水被害等が起こっております。それを機に、河川改修工事というのを、田野川につい

ては昭和５２年から、立江川については昭和６３年ごろから着手しておりまして、現在も

整備途中であります。

これが近年における、一番大きな雨、平成１６年２３号の台風による浸水被害を表した

図面であります。

まず、この図面でいう上側の方が田野川になってまして、田野川の下流の水田地帯、こ

の辺が一面に浸かっております。それから、国道５５号から山側について、家屋の浸水被

害等も発生しております。

立江川についてですが、河川改修工事が下流からどんどん進んでおりまして、現在この

辺に平成橋という橋があって、この辺に立江寺がありますが、この辺で急激に川幅が狭く
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なっております。それが原因にもなって、これより上流、この辺で浸水被害というのが起

こっております。

治水の全体的な改修の状況といたしましては、田野川については、下流に樋門がありま

すが、それが現在、未改修であります。

それと、立江川。それから、先ほども言った田野川の上流部であります、恩山寺谷川、

それから政所谷川、これらが現在、河川の整備途中でありまして、早期に河川改修を進め

る必要があると思っております。

高潮に対する現状と課題ですが、昭和３６年の第二室戸台風で、かなりの大きな被害を

受けました。これを機に、徳島県全体で高潮の対策事業を進めております。

、 、 、それで 田野川については昭和５７年 立江川については平成元年に着手いたしまして

田野川の排水機場が平成３年に、立江川の排水機場が平成９年、それから立江川の水門が

平成１５年に完成しております。

維持管理といたしましては、河川改修工事が比較的新しいところについては、十分な機

能をまだまだ発揮しているところですが、まだまだ未改修の区間、上流の方につきまして

は、かなりの護岸の劣化、老朽化が進んでおります。こういうところについては、機能の

低下が懸念されております。

それから、整備されているところについても、今後、維持機能をしっかりとしていく必

要があると考えております。

利水についてですが、立江川、田野川流域両方を含めまして、元々水田、灌漑用水にし

か使っておりません。しかも慣行水利権があるといったことで、大きな渇水被害について

は報告がありません。ただ、慣行水利権ということもあって、取水量、水を取っている量

の把握が不正確であるといったこと、それから下流に水門等があって、河川の流量観測、

こういったものが出来ていないといったことが課題と考えております。

河川環境についてです。立江川流域の上流端、これは、我々が管理している河川区域か

らは外れるんですが、立江川流域の上流に 「奥條上池・中池・下池」といった３つの池、

があります。ここで河川の現況調査を平成１４年に実施しております。

一つには、まずオオクチバスといった外来種、こういったものが確認されております。

それから、県のレッドデータブックの留意になっております、トウヨシノボリの縞鰭型、

こういったものも確認されております。

それと、鳥といたしましては、オシドリなんかが、冬に渡ってきているといったことが

確認されております。

立江川の中流域、ちょうど、立江寺の前に白鷺橋という橋があるんですが、その上流で

河川の現況調査というのを行っております。

ここでは、オオカナダモといった水草がありまして、ここにはギンヤンマであるとか、

イトトンボなんかの幼虫が生息しております。

あと貴重種になっているメダカとかドジョウ、こういった流速のない所で生息するよう

な魚、こういった貴重種が確認されております。

下流部なんですが、これは立江の水門のやや上流で実施をしております。この辺にも、

やはり中流域と同じようにメダカとかドジョウ、こういったものが確認されております。

、 、 、 、それから ギンブナであるとか ニゴイであるとか こういった塩水耐性を持つ淡水魚

こういったものが確認されてます。

それと、ボラとかハゼ、こういった本来、海水魚なんですが、一時的に川に侵入してく

るような魚、こういったものが混合しているといったことが特徴であります。

あと、鳥については、サギ。ゴイサギやカルガモ、こういったものが確認されておりま

す。
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田野川ですが、これ少し写真がアップすぎてよく分からないんですが、観測をしている

のは、国道５５号から下流に向かって、現況調査を実施してます。

ここも立江川とほぼ同じで、ギンブナとかコイ、こういった塩水耐性を持つ淡水魚、そ

れから、ボラ・スズキといった本来、海にいる魚が一時的に川に上ってきていると、こう

いった状況がみられます。

また、同じくやはりメダカとかドジョウとか、こういったものも確認されております。

次に、水質についてです。ＢＯＤの調査というのを県の環境部局の方が、これ赤石樋門

我々で言うところの、立江の水門のことですが、ここで観測をしております。

環境基準の類型指定というのは受けてないんですが、Ｃ類型、概ね河川のＣ類型、ＢＯ

Ｄ５ 以下を概ねを示しておりまして、今後も良好な水質の保全に努めて参りたいとmg/l

考えております。

河川空間についてです。平成４年から立江川で “ふるさとの川整備事業”というもの

に着手しております。これは 「豊かな自然と歴史にふれて、市民が憩い、やすらぐ水辺、

づくり」というのをテーマに、親水護岸とか、公園とか、ちょうど５５号の赤石トンネル

を過ぎて立江川を渡る時の、ちょうどあの辺で整備をしております。

それで、その辺の親水護岸などを使って、釣りとか環境学習、そういったものが行われ

ております。

河川空間の利用についてです。地元、小松島市の淡水漁業組合が教育機関、主に幼稚園

児なんですが、こういった子どもと一緒になって、フナやウナギ等の稚魚の放流というも

のをやっていただいています。河川の愛護活動といったことが積極的に行われている区間

であります。

あと、立江川、それから田野川の流域には、恩山寺、それから立江寺といった四国霊場

があります。お遍路さんのルートとなっているということで、河川の景観にも配慮してい

きたいと思ってます。

次に整備の目標、ここからが目標になります。

今回の河川整備計画の対象といたしましては、全ての河川区域、立江川水系の全ての河

川区域を対象としております。対象期間としては、策定してから概ね２０年間、これから

の２０年間での整備内容というものを示しております。

それと、必要性が生じた場合、技術の進歩であるとか、いろんな自然の状況の変化、社

会状況の変化、そういったもので必要性が生じた場合には、適宜、見直しを行って参りた

いと考えております。

治水の目標についてです。立江川については、先ほど出てきました、平成１６年の台風

、 、 、２３号 これが解析しますと概ね３０年に一回程度に降る雨ということで 同規模の雨が

今後降った場合には、安全に下流に流せるようにするということを整備の目標にしており

ます。

田野川についても、同じく平成１６年の２３号台風、これと同規模のものについて、安

全に流下をさせるといったことを目標にしております。

高潮については、先ほども説明したように二つの排水機場と、立江川については、水門

が整備されておりまして、高潮対策としては完了しております。したがって、今後につい

ては、これらの機能が十分に発揮できるように維持管理を行っていく必要があると考えて

おります。

一般的な「河川の維持管理」についてです。当然のことですが、災害の発生の防止とか

河川の適正な利用、それから流水の正常な機能の維持、河川環境の保全、こういったもの

を目標に、地域や住民の方と連携して、適切な維持管理を行って参りたいと考えておりま

す。
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「流水の正常な機能の維持 「利水」に関することですが、先ほど、課題の中で申し」、

上げたように、河川の流量の把握というものが出来ておりません。今後については、そう

いったものの把握に努めて、関係機関、主に農業用水利用者になるんですが、そういった

、 、 。方と連携して 効率的な農業用水の利用が なされるように努めて参りたいと考えてます

「動植物」への目標としては、上下流への連続性の確保、それから植生に富んだ水際部

の形成、こういったものを行って、多様な動植物が生息できるような河川環境を作って参

りたいと考えてます。

「水質」についてですが、概ね良好な数字を示しているところですが、今後も関係機関

と連携いたしまして、水質調査や生活排水対策、こういったものの実施について努めて参

りたいと考えてます。

それから 「河川空間」についても、先ほど申しましたような歴史的な特性が立江川に、

はありますので “個性のある川づくり”というものを目指して参りたいと考えてます。、

ここからが実施のメニューになります。

「 」 、 、まず 治水 ですが 先ほど申しました３０年に一回の雨を安全に流下させるためには

立江川においては、まず河口から先ほど言いました平成橋、図面では、少し薄いピンクの

区間ですが、ここについては、築堤や護岸が概成しております。今後は、この平成橋から

上流、図面では赤で示している区間について、河川改修を進めて参りたいと考えておりま

す。

立江川の断面になります。非常に背後地が低いといったことで、築堤方式になります。

築堤をして護岸を整備し、それとまた環境に配慮するといったことで、前に捨て石など

を設けまして、小魚なんかが隠れるような場所の形成を図りたいと考えています。

次、田野川上流。まず田野川ですが、田野川については、最下流になります樋門、これ

が老朽化も一つそうなんですが、先ほど言った３０年に一回の雨の流量を流すだけの断面

が現在、樋門自身にありません。流下能力不足といったことで、田野川の下流の樋門その

ものをやり替えるといったことを考えております。

それと、田野川の上流であります恩山寺川の河川改修事業を現在、進めておりますが、

恩山寺川を進め、それから今後、政所谷川についても河川改修工事に着手し、先ほど浸水

被害に遭った国道５５号より、川でいう上流の浸水被害というのを防いで参りたいと考え

ております。

恩山寺川の河川の断面になります。非常に狭い川。それからこの絵はちょうど低地部か

ら山間部に上がっていったところの辺りの断面になります。

山間部に入ると非常に砂防的な河川へと急激になりますので、コンクリート、三面張り

みたいに見えますが、景観に配慮して石なんかで景観などにも配慮し、草などが生えるよ

うなことも考えて参りたいと考えています。

今度は政所谷川について、これは政所の下流の方の絵になります。これもやはり、平地

部については非常に低地といったことで、築堤方式で整備をして参りたいと考えておりま

す。

治水における維持管理といたしましては、宍喰川でもありましたが、流水の阻害に関す

る管理、こういったものについては「マニュアルづくり」というものに努めて参りたいと

考えております。

堤防の維持管理については、常に河川の巡視なんかを実施して、適切な処置を講じたい

と考えております。

高潮についてですが、先ほど申しましたように整備そのものは完了しております。それ

で、今後については、計画的に維持管理を実施するといったことなんですが、今、国の指

導などもいただきながら 「河川管理施設の長寿命化計画」というものを実施しておりま、
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す。

これについては、今までの管理というのは、水門とか排水機場とかが古くなればやり替

えるといったやり方があったんですが、今後については、常にメンテナンスをして、向こ

、 、 、 、う６０年間を目標に 安全に水門 排水機場について 良好に操作・維持管理できるよう

長寿命化計画というのを策定しているところであります。

次に、流水の正常な機能の維持に関する実施についてです。まずは、流量等の把握とい

うのを行いたいと思っております。それで渇水時には、関係機関と連携して、情報収集・

利水者への情報提供を進めて、渇水被害の軽減に努めて参りたいと思っています。

河川環境についてですが、まず水辺に生息・生育する動植物の維持に努めたいと考えて

います。

水質についてです。水質調査と生活排水対策というのを関係機関と連携して、良好な水

環境の維持に努めて参りたいと考えています。

それとまた、水質事故とか、異常な水質、これ当然の話なんですが、こういったものが

発生した場合については、適正な対処に努めて参りたいと考えています。

河川空間の管理といたしまして、今、親水護岸と景観に配慮した整備も行ってます。こ

ういった所については、不法投棄とか、不法占用などを防ぐために、日ごろの巡視という

ものには力を入れて参りたいと考えています。

あと、連携・協働についてです。宍喰川の時にもありました、連携・協働についてです

が、今、子供達と地元の漁業組合さんが一緒にしていただいている、こういう愛護活動、

こういったものについては、今後も我々河川管理者としても支援していきたいと考えてい

ます。

それから、水防活動、危機管理に関する部分ですが、宍喰川同様に雨量の情報や水位の

情報、それから地元、小松島市との連携を図って、情報の共有化に努めて参りたいと考え

ています。

以上が説明でして 「自然と歴史にふれ、地域住民に憩い、安らぎを与える、ふるさと、

」 、 。 。の川 をテーマとして 立江川水系の整備を進めて参りたいと思ってます 以上です

【○○委員長】

はい。それでは、皆さんの手元に素案のレジュメがありますが、こちらの資料も見なが

ら、ご意見・ご質問を伺いたいと思います。どうぞ、よろしくお願いします。

【○○委員】

よろしいですか。

このあと退席せていただきますので、まとめて。沢山あるんですけど、いま説明を聞き

ながら、課題が少し明確でないなと思いました。

一つに、まずこの目標にある「自然と歴史にふれ、…」というのは、これは、とても声

高に謳われているけれども、この計画の中で、そこはどこに当たるのかが分かりませんで

した。

、 、 、 、それで 具体的に私が考えるところの 今説明を聞きながら 課題だと思ったところは

、 「 」 「 」外来主体であるということ 生態系に関しては 外来主体 ということと 希少種の保護

だと思います。

、 。 、もう一つは 自然環境が残っていないこと自体が課題であると思います それに対して

できることは何か、この謳い文句に対して、できることは何かというのが計画の中では明

確ではないように思いました。具体的に明確にできることが少ないのかもしれませんが。

あとは水質について、今のところは、基準を満たしてることが多いですけども、河川管



- 19 -

理者でできることは少ないとは思いますが、例えば周辺の土地開発が進んだ場合には、ど

んどん汚水とか流れ込んで、河川環境はあっという間に悪化するという懸念があるとか、

そういうことは謳っていてもいいのでないかと思うんですね。

それは、河川管理者でなくて、都市計画側でその今の技術とか、水田の所が土地開発さ

れることによって、河川に係る懸念とか、そういうことも書き込めるかどうか分からない

にしても、少し感じていくっていうか、意見がちゃんと出せるようなことがあったらいい

と思います。それで、ここに限らずほんとに低平湿地の河川というのは、周辺の土地利用

によっては、すぐに浸かってしまいますので、例えば○○先生にも都市計画審議会などで

検討していただければと思います。とても重要なことだと思いました。

あとは、その歴史の面で立江寺。そこの周辺を河川改修とか、河道拡幅、お寺の辺りで

河川改修するんですよね？

【事務局】

そうです、はい。

お寺のある所というか、立江寺の前に白鷺橋というのがあるんですけど、その辺りから

上流に向かってです。

【○○委員】

、「 、 」 、 、この目標に関して 歴史にふれ … というところで そういう景観を壊さないとか

もっとこう活かせるような整備をなさってるという、先ほど説明されていたように思いま

ので、そういうところをしっかりと目標に対応させられる計画として書き込む方が良いの

かもしれないと思いました。

環境に関しては、この川自体、貧弱である、川の中が貧弱であるということが一つの課

題として、それに対してどう対応していくのか。ここにある立江川左岸の緩傾斜護岸とい

うもの、これをしっかりともっと広げていって 、出来ないのかもしれませんが。．．．

最後ですけど、治水の項目に阻害物の管理として、堆積土砂や樹木の除去について、マ

ニュアルづくりに努めるとありますけど、実際、堆積土砂や樹木が、ここで課題になって

いるとは、最初の方で説明されていないんで、ちょっと変に思いました。 以上です。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。○○先生、もう退席されますが、今言っていただいた

ことについて大丈夫ですか。確認することがあれば、今していただいて、次また直さない

といけないんで。もし、何かあったら、また個別にご確認ください。

【事務局】

はい。

【○○委員長】

ありがとうございました。それでは皆さん、他にご意見を賜りたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いします。はい、どうぞ。

【○○委員】

○○ですが、ご説明いただいた時に伺ってれば良かったかもしれませんが、後背地が少

ないということで、あまり水辺をゆったりと整備したりすることもできないし、勾配の関

係で、なかなかきれいな川になりにくいということも、よく理解できています。
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築堤というやり方での河川整備をせざるを得ない訳なんですが、その築堤の上について

は、利用どうなんでしょう。

心配することは、陰がない川になってしまう訳ですよね。石にしても、少し捨て石みた

いな物を下に置くようなことになりますけど、実際は、できるだけ生き物を増やそうと思

ったら陰がほしい訳です。

、 、 、そういうものを どう担保するかというのが 一つあればいいなとは思う訳なんですが

築堤の上を利用して、その河畔林というんですかね、そういうものを事業を妨げないよう

なもので何か工夫できないものかと。あるいは、それは管理の範囲であると言われればそ

れまでなんですけども。如何なものですかね。

【○○委員長】

現段階で分かる範囲で、どうなんでしょうか？

【事務局】

今、河畔林という言葉が出たんですが、特にその白鷺橋から上流というのは、前にご説

明させていただいたように、現状では川沿いに家がずっと張り付いている状況が続いてい

るという中で、河道を拡幅していくということになりますと、やはり、その関係の方々の

ご理解をいただくためには、必要最小限度の用地協力ということになりますので、いわゆ

る、護岸をゆったりとするとか、河畔林が設けられるような堤防の形状とか、そういった

ことについては、ちょっと厳しいのかなと。

日陰云々ということになれば、河道の中に自然にできる瀬や淵の所に生える草木、そう

いったところに陰ができるというぐらいかなと、今のところは考えております。

【○○委員】

先ほどの宍喰川と比べると、どうしても川の中の植生が少なくなってしまいますよね。

それがちょっと気になっているところで、例えば築堤してコンクリートだけで固めてしま

った場合には、全くそれが無くなるんですよね、それで、断面も取れないですよね。

そこらは、やはり少し工夫するような部分を書いておかないといけないのかなと、要求

される部分かなとは思います。

例えば、フナとかウナギのようなものを実際、放流しているとして、放流はするけど、

それが生育する場として、そこが整備されていかないというのであれば、ちょっと不十分

かなという気もするので、そういうような生物名が出た時点では、そういうものの増種を

助長するようなことを少し書き入れるなり、こういう案があるということを書いておく必

要があるのではと思います。

例えば、フナのようなものであれば、やはり水草がまず無いと増えることができないで

すし、ウナギであれば当然ですけど、それに入る穴がないと育つことはできない訳です。

それと共に、上の方は池になってますから管理外だとは思いますけど、そこに外来魚がい

る限り、肉食性の強い外来魚がいる限り、そこからは、ずっと河川内の供給というのがあ

る訳ですから、やはり、そこのところは、どこかにちょっと書き入れが必要かなっていう

気はしてますけど、先ほど○○先生が言われたような地域との協働で、例えばそういうも

のを利用するというのは一つの方法かもしれません。

ここで生き物を増やす時、生き物のこと考えた場合には、キーワードとしては、この二

つではないかとは思います。外来魚と日陰。

【○○委員】
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昔、ここの「奥條池」のところで、ちょっと話を聞いていたら、業者さんがブラックバ

スを放流させて、そこで釣りをさせるんだというふうなことをちょっと聞いたことがあり

ます。

まあ、これは確かかどうか分からないんですが、必ずしも地元の人だけではなくて、地

元外からの人が持ち込んで、そういったことをしてるみたいなことを聞いてますので、そ

ういう社会に対する警告といいますか、そういう「生態系を壊すようなことはしないでほ

」 、 。しい というような周知 そういったものも必要かなとちょっと今思った次第であります

【○○委員長】

今の○○委員のお話は、確認できる範囲でしてもらって、大事だと思いますんで。

それから○○委員のお話も、川の特性がこういう川だけに、逆にやっぱり何か、手当て

しないと。

最初の宍喰川の方は、自然がいっぱいなんで、魚はそのままでも増えるみたいなところ

があると思うんですが、こちらの方は、もしかしたら大事かなと思うんですけど。

どうなんでしょうかね。

【○○委員】

生物を増やせないにしても、やっぱり樹木等の木々っていうのは、その田園のノスタル

ジーみたいな雰囲気ですから、樹木は残したいという要素もあって、少しそういうのが欲

しいなというのはあるんです。

うまく言えませんけど、結局、先ほども土砂等、河川内の河道内の木々の除去というの

がありまして、言葉として。

除去という言葉が、実際はこういう場所であれば、もう取り除かなければならない、仕

方がないなと思うんですけども、大きなところであれば本当は管理だと思うんですよね、

必要かどうかを含めての。除去だけを考えるんではないのだろうと思うんですが、ここは

川の中に、その要素が全くないんですよね、そういうのは１本でもあったら大変なことに

なる川な訳ですから、その築堤の上とか、そういうものにも景観に配慮するとか、出来る

だけ陰を作れるようなというか、そういうようなものを一緒に計画に入れておくというな

ことが必要かなと思います。

【○○委員長】

今のようなことというのは、河川管理者が、一方的にするのは大変難しいと思うんです

よね。だから、これからは、地元の人たちと話をする中でとか、住民のアンケートする中

でとかで協力を願ってやっていかないといけない気がします。

そういうことを探りながら、意見をまとめて計画を立てていただければ、より良いと思

います。今日は、まだ一回目で、こういう意見が出ましたので、これからの検討事項とし

て、いろんな所で話し合いをしていただけたらと思います。よろしくお願いします。

はい、どうぞ。

【○○委員】

すみません、○○ですけど。水門のところに絞って、少し質問等、コメントのような感

じをさせていただきます。

この川は、水門というか、樋門というか、これがかなり大きなウェイトを占めています

ので、地図の中にもきちんと明記しておいた方が、分かりやすいんじゃないかなというよ

うな気がしました。
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それと、６つ目の中にもありましたけど、水門と樋門、いきさつも説明していただきま

したけど、これ混合している所はないですよね？

【事務局】

はい。少なくても、今、田野にあるのは樋門です。

【○○委員】

そうですね。

【事務局】

はい。田野川については、今度、新しくすると多分、水門になるのかなというふうに思

ってます。立江川のは、水門であります。

【○○委員】

、 。 、 、 、 、はい 分かりました それと 水門があると 流量測定ができないとかいう これも２

３箇所記述があったんですけど、今までの経験から言って、排水機場と水面のつり合いと

を調べたら、ある程度の流量が分かるんではないかと思うんですけど、これって分からな

いんですかね？

【事務局】

調べたいのが、低水での測定ですので。多分、水門操作だけでの観測では、参考値とし

ては出るのかも分かりませんが、細かいコンマ何トンとか、そういう非常に少ない値を目

的として測ることなので、なかなか水門操作だけでの観測というのでは、ちょっと難しい

のかなと。理論的には出るとは思いますけども。

それが正確なのかどうかというのは、やっぱり流れのある所で、やはり測定するべきな

のかなというふうに考えております。

【○○委員】

計画のところで流量値が入ってるんだから、なんかそこら辺りも数値が欲しいなという

ような気はしましたけど。

それと、この水門が開いている日数と言うのがいいのか、もしくは１日の間に干満があ

るので時間といった方がいいのか、この水門は頻繁に開閉している訳なんでしょうか。

【事務局】

それは当然、雨の降り方にもよります。あと、夏とかの利水の状況にもよるんですが、

２、３日閉めっぱなしという時もあります。

【○○委員】

ありますか。

【事務局】

はい。

【○○委員】

適正な管理ということがありましたが、こういうようなものは、何か数値があった方が
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判りやすいかなというように感じたんですけど、ちょっと難しいですかね？

【事務局】

ちょっと難しいですね。海の高さと、川の高さと、それと利水の状況と、そういったも

のを勘案して現場、現場で決めてるところがありますので。

【○○委員】

ちょっと知識として知りたいんだけど、年間の中で、何分の何ぐらいが開いているんで

すか？

【事務局】

東部県土整備局の○○と申します。

実際の水門管理は、地元の方にお願いしてるんですけども、何日という訳ではなくて、

状況を見て、今、○○が言ったように、その日の状況、田んぼの落ち水の状況とか、そう

いうので、割と頻繁に毎日行って、開け閉めをやっています。

【○○委員】

毎日？

【事務局】

はい、だいたい毎日。冬場になると、もうちょっと減ると思うんですけど、夏場はほぼ

毎日行って状況を見て、潮の状況を見て動かしています。

【○○委員】

あそこの、潮の干満はどのくらいでしょうか。

【事務局】

多分、小松島港ですので、最大で１．８ｍぐらいですね。

【○○委員】

はい、わかりました。

【○○委員長】

よろしいですか？ はい。じゃはい、どうぞ。

【○○委員】

○○ですが、今の田野川樋門の改修とあるんですけども、これは２０年間の間にできる

ということですか？

【事務局】

そうです。目標としては。

【○○委員】

局長のお話だと１０％ぐらいずつカットされてるような。

例えば排水樋門。吉野川でもどこでもそうですが、堤防できてからもう何十年も出来て
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いないところも、実はたくさんありまして、そこに計画を持ってしまうと、２０年間に必

ず作らないといけないということですが、そういう見通しについて、これについては、こ

こだけではなくて、他にも樋門とか排水機場とかいっぱいあるかと思うんですが、それで

順位付けして、工事をやっていかなきゃいけない、それを２０年の中で、これができるの

かどうかということをちょっと確認したいのですが…。

計画書として作る訳ですから、やはり地元の人はこれを見て 「２０年後までには、こ、

れが出来るんだな」と、こういう水害はなくなるとは言いませんが、軽減されるんだなと

いうことになる訳ですけども、ここで審議したものが実際出来なかったというふうになっ

てくると、また一つ問題が生じるかなというところがあるので、ご検討いただければと思

います。

【事務局】

今回、河川整備計画、向こう２０年ということで、整備の目標ということで書いており

ます。ただ、先ほども局長の冒頭の挨拶の中にもありましたように、予算的なところにつ

いて、向こう２０年間をこれで全て担保した上で、ここに書き加えていると、位置付けて

いるというものでは決してなくて、向こう２０年間でやりたいというか、意気込みという

か、目標としたいといった位置付けになっております。

【○○委員】

もちろん、こういう計画を立てなければ、事業化はできていかないということは分かる

んですけども、ある意味で県という公的機関が、それを策定していくわけですから、やは

り実効性のあるもので、効率的にできるというのを計画に持っていかないと、やはり“絵

に描いた餅”になりかねない、そういうことでは、やっぱり問題が大きいかと思いますの

で、是非その辺を慎重に進めていただきたいなと思います。

先ほどの、これは○○先生の分野になるとは思いますが、こういう河川整備計画という

ものが出来てきますと、例えば、堤防ができて、もう水害がないんだという意識を住民の

方が持ってしまって、土地が低いのに家を建てたりすることが多々あります。

昨年度に、舞中島でちょっと調査したことがありますが、築堤ができてしまったら、パ

－っと家が建って、本来はそこに家が建たなければ、絶対にその内水被害、床上浸水しな

い家が何軒も出てきてしまってということがあります。

特に、ここの立江川の流域のところは、元々ラグーンの所で土地がとても低いので、是

、 、 、 、非 先ほどの○○先生が言っておられましたけど やはり堤防整備が進んでも これは市

自治体の話だと思うんですが、周りにはやはり家とか、こういうものは出来るだけ規制を

していただきたいと、そういう呼びかけというんですか、連携というんですか、それは、

強く○○先生にお願いしたいなあというふうに、一言付け加えておきたいと思います。

【○○委員長】

はい、ありがとうございます。土地利用計画に係わることですが、そういう情報をみん

な出していって、住民の皆さんが困らないようにしないといけない。

【○○委員】

やはり、内水災害とかは絶対に無くならないので、やっぱりそれを前提としていかない

といけない。

【○○委員長】



- 25 -

はい、情報公開と対する規制ですね。それはやっぱり行政の責任としてやっていかない

といけないと思ってます。この川づくり委員会の守備範囲ではないとは思うんですが、こ

れはもう横の連携でやっていかないといけないと思います。

はい、他にご意見、どうぞ。

【○○委員】

○○です。二つほど少しお話をいたします。まず、先ほども○○委員がおっしゃってた

ようなことに係わるんですけれども、例えば民家の間を通ってる川、そういったものとい

うのは、少しその周辺の方々の意見をいただきながら、そこを一緒に守って、一緒に作り

あげていくような、何かそういうプロセスがあってもいいんではないかなと思います。

それとあと一つ、護岸の工法的なものなんですけれども、できるだけ自然的なものを配

置をするということなんですけども、今は三面張りのコンクリートで、ほんと自然どころ

か、水質も悪くなるというような状況だと思うんですが、その時に、出来るだけ地元の素

、 。材を使っていただけたらなと いうふうなことをどこかに記載いただけたらなと思います

やはり、石を使うにしても、他所の自然を崩して来た石をわざわざ使うというのは非常

にバカげた話ですので、近くで工事の時に出てきた石をその時に使おうとか、なんかそう

いう連携をうまくしていくというふうなことを書き入れていただけると、より具体的にな

っていくのかなと思います。

【○○委員長】

はい、ありがとうございます。今のご意見について、事務局どうですか？

前半の住民の意見を聞きながら河川整備するというのは、ここの計画づくりで入れるの

か、あるいは実施計画の時に入れていくのか、いろいろ段階がありますので…。

【事務局】

周辺の意見については、実施の詳細設計の段階となりましたら、それはまた地元の方等

と話を進めながら出来るようなことで対応したいなと…。

【○○委員長】

はい、それは十分反映できますよね。

【事務局】

そうですね、まあ反映できる…。意見にもよりますけれど。はい。

【○○委員長】

それを、ここに書き込むっていうのは…。

【○○委員】

何かないと、すっと流されてしまう気がするのですが。

【○○委員長】

例えば…。

【○○委員】

住民との連携・協働とか。
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【○○委員長】

そうですね。最後のそういうところですよね。河川の実施計画をする時に、そのとおり

進めていくとか、そういうことを計画に入れることが出来ますと、より良いかなと。

それと、もう一つの方は、これは、書けますかね。あるいは、それは常識だと。

【○○委員】

そこは、敢えて入れておかないと。

【○○委員長】

今、意見をいただいたんで、どうぞ、ご検討して下さい。

例えば、吉野川だったら青石を使ってたり、新町川でもやってますよね。あんなのきれ

いですよね。そういう感じで。

【○○委員】

例えば小松島にない物をよそから持ってきて、わざわざする必要性はないと思うので、

その辺は地元から出てくる物をうまく使って、そのキレイな修景をしながら、なおかつ他

の自然を壊さないようなという護岸の仕方。そういうふうな、例えば材料がなければ透水

性の高いコンクリートをうまく使うというふうなものでもいいと思うんです。その辺、わ

ざわざよそから持って来て修景するようなことを逆にやめていただきたいなということで

す。

【○○委員長】

これは、大丈夫ですよね、はい。よろしくお願いします。

はい。それでは、○○先生。

【○○委員】

○○委員が言ったことと若干関係するかと思うんですけど、ページで言えば１６ページ

の３ 「河川整備計画の見直し 。前回の宍喰川の方で、私が質問したことにも若干関係、 」

してるかと思うんですけど、私が聞きたいのは、ここでは、タイトルとしては河川整備計

、 、 。画の見直しとなっているのに 計画の対象区間及び 対象期間は云々となっていますよね

内容の変更については、全く触れてないですけども、対象区間と対象期間、内容が関係し

てくるんじゃないかと。

具体的には、前回私が申し上げたのは、排水機場の数値が入っていないというような、

そういうことに関係してくるんじゃないかと、前回は現状の数値だけだったと思うんです

けど、それでも数値が無いよりは入れておいた方が良いということでお願いしたと思うん

です。

ですから、私が申し上げたいのは、これは局長さんが最初に申されたように、見直しの

一番大きな理由は、財政じゃないのかなと。それを抜きにして、他の理由で書いてるよう

な、だからここの文章について、見直しはいけないっていう点じゃなくて、そういう文章

を、財政、一番大きなものが抜けてるように思います。以上です。

【○○委員長】

はい。ありがとうございました。宍喰川も同じですね…。

私は、計画づくりが仕事なんですけど、我々は、計画づくりをしている人間からすると
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これはもう常識なので、わざわざ書かないんですけども、一般の人が見たら分かりやすい

のかも知れませんが。

例えば、何かが大きく変わったとしたら、計画というのは、ある前提の元に作ってます

から、その前提が崩れたら、もちろん変えないといけないっていうのは、当然のことだと

思います。

【○○委員】

ちょっとすみません。この「計画の見直し」というのは、いつから入ったんですか？

知らなかったんですよ。今回、いただいた前の資料で、ずっと読んでたので。パッと入っ

てたから、あっそうだったのかと。今までのものでは、そういうのなかったですよね？

【○○委員長】

、 、 、 、これは先生 今こう作ってる整備計画について 今後 何かあったら見直しますという

そういうところの説明ですよね？

【事務局】

そうです。

【○○委員長】

だから、今まであったのをもう一回見直すということじゃなくて、我々が今作っている

のは、今の社会の状況とかをいろいろ考えて計画を作っていますが、そのバックグラウン

ドが変わったら、計画は見直しますと、そういうことを書いていると、そういう理解でよ

ろしいんですよね？

【○○委員】

バックグラウンドに財政というのは…

【○○委員長】

そう。社会状況を入れるとすれば 。．．．

【事務局】

通常、最近の計画というものは、何でもそうですけど、基本的にいろんなＰＤＣＡのサ

イクルの中で、当然、見直しというのは前提になってるんですけども、ここは、もう断っ

てるんですよね。

河川整備計画 「概ね２０年～３０年の計画なんですよ」ということで、今、策定をお、

願いしてるんですけども、実際には２０年、３０年の中には、もちろん財政状況もあるで

しょうし、逆に整備が進んで、更に対象区間を延ばせるような場合もある訳で、そうした

時に、この計画というのは、そういう時に再度ご審議をさせていただいて、計画を見直し

ますよと。

当たり前のことと言えば当たり前なんですけど、計画のスパンが長いですから、逆に言

えば 「２０年、３０年、このまま何も変わらない計画ではないんですよ」という申し訳、

を入れてあるんだろうなというように思います。

【○○委員】

無いより良いと思います。しかし、一番大きな財政状況を入れないと言うのは…。



- 28 -

【○○委員】

これに、財政をわざわざ書くかどうか。広い意味で…。

【事務局】

我々の思いとしては、河川整備計画というのは、河川整備はこうあるべきだという計画

なので、財政状況がどうだからというのは、これはやむを得えない背景としてはあるのか

も分からないですけども、我々の思いとしては、やはり予算は削られない方がいいし、整

備計画を立てれば、先ほどの２０年以内に田野川の樋門ができるのかという話もありまし

たけど、逆に言えば、河川整備計画に書き込むことによって、国に対して河川整備計画の

、 、実現のために予算を配分してほしいとか そういうふうなものも申せるようになるわけで

基本的には財政というのは、あくまで表だっては、なかなか言えないんだろうなと、やは

り、理想的なものを河川整備計画の中には、この川はこうあるべきだというのが基本なん

だろうなと思います。

【○○委員】

分かりました。もう一つ、大学なんかでは、もうすでに、やってると思うんですけど、

独立法人改革。アクション、いわゆる達成度とか、計画を立てた限りには、それをどのく

らいの期間、次の２０年後には、必ずそれを次の計画に反映させて 。．．．

今、私、別件で土地利用の見直しに携わっているのですけど、その時にもちょっと申し

上げたんですが、聞き入れられなかった。

、 、 。 、達成度というのは 評価しないとけないと思うんですよ 計画を立てた限りは それで

その計画はどんなかたちで達成されたのか、達成されていないのか、その項目が達成され

ているところもあるし、されてないところもあるし、それを次回のその計画に反映させる

と、そういうのが必要だと思います。県のこういった基本計画の方は、それがなかったも

のですから、申し上げたんですけども…。

河川計画には、絶対そういうものがいるんじゃないかと思いますけど。

【事務局】

例えば、今、県の一番大きな計画といえば「オンリーワン行動計画」という、今、委員

長も会長をされていて、いろんな新たな計画の見直しとかというのをされていると思うん

ですけども、あれも計画期間が４年なんですよね。４年であれば、それなりのその計画の

中に盛り込んで、内容が広範多岐にわたりますし、その達成度というのは非常にみんなも

我々も重く受け止めてやってますし、実現しない部分についても確かにあります。ただ、

それは、次の行動計画にまた反映させていくという、一つのＰＤＣＡのサイクルが回しや

すいんですけど、河川整備計画については、基本的に２０年という、相当長いスパンの計

画ということで、その中で我々としては、ここまでのものをやりたい、やりたいんだとい

うやはり目標を持って、計画というのは作りたいなというのが底辺にあるものですから、

この計画の達成度ということになってくると、評価としては２０年後になるのかも分から

ないし、途中で見直しをせざる終えない状況になった時には、達成度はどうだから、こう

見直しをさせていただきますという、そういう説明をしていかざるを得ないかなと思いま

す。

【事務局】

、 、個別の事業に係りますと再評価 公共事業の再評価を５年スパンでやっておりますので
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、 、 、そのたびごとに どういう問題があって遅れているとか 逆に進むものもございますので

そういうことで、ご審議いただいておりますので、そういうところで段階段階でご説明さ

せていただいております。

我々の方も、そういう状況を十分気にしながら進めていくというところでございます。

【○○委員長】

はい、どうぞ。

【○○委員】

局長が言われているのも十分に分かりますし、多分、計画を全ての管轄する河川につい

て作っていって、当然、必要度・緊急度というのを勘案して順位付けしながら実行してい

くってかたちだと思うんですが、我々ももう何か４、５年、この委員会を続けているんで

すが、もう既にいくつかは進んでるんだと思うんですが、この委員会で立てた計画の、ど

こまでが今できているのかというものも、もう５年ぐらい経つんで、適宜、またご報告い

ただけると、我々も確認できるのかなと思います。話は少し違いますけども、是非よろし

くお願いしたいなと思います。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

この件については、少しまとめようと思います。

今の件について、少し個人的な発言を含めまして。

計画づくりというところで、これ２０年でＰＤＣＡを回すというのは、かなり難しいこ

とでして、だから、ここに書いてあるように見直しと書いてあります。英語で言うとフォ

ローアップ的なこと。１０年、２０年の計画では、１０年ぐらいでフォローアップ、早く

て５年ぐらい。大事なのは、計画というのは現状における意志決定ですから、５年後、１

０年後に、その計画をつくったバックグラウンドが、ちゃんと現実になってるかどうかで

す。

それを含めて、フォローアップして、次に計画を見直す。これがまさに書いてあるとお

りで、適宜、見直すとありますが、これが５年か１０年か。今、ここに具体的な数値を入

れるというのは難しいところなので、これは、どちらかと言うと、このままで良いかなと

思います。

それと、財政というのは、かなり細かいことなので、逆に入れると、そこに目がいって

しまって危機感を皆さんに与えるかなという気がしますので、ここのところは、書いてい

ただいていること自体が、私はよくやっていただいていると感じます。

ここでは、それよりも、後の実施計画、目標値を作った時の、それはきちんとＰＤＣＡ

が回っているかどうかをチェックすることはすごい大事なので、これは大きな２０年後ぐ

らいの目標にしておいて、短い計画を作った時に、それをチェックしていただくというの

が大事だと思います。それは今日の話題ではないと思いますが、そういうことで、チェッ

クしていただいたらいいかなと思います。

はい。次、○○委員お願いします。

【○○委員】

すみません、話を戻すようになってしまいましたが…。最後の連携・協働のところで、

ちょっと個人的に入れてほしいということがあります。

先ほどから、何度も地元の漁業組合さんが中心になって教育機関と連携して、稚魚の放
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流をという話があったんですけども、写真を敢えて入れてもらって、こういう中では分か

るんですが、ここだけを見た時に、地元の団体がやってるということは分からないので、

ここの連携・協働という部分は、立江川ならではの部分が、一番出てもいいのかなという

ふうに思いました。そこで、先ほどの○○委員の意見の延長になるかもしれないですけど

も、もっと、初めの１３ページの河川空間の利用という部分と重複する部分があるかもし

れませんが、この地域ならではの部分の文言を入れていただく方が、より立江川水系の河

、 。川整備計画というものになるのかなと思いますので 意見として述べさせていただきます

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。 他に ．はい、どうぞ。．．

【○○委員】

私も、○○・○○両委員の続きのような感じで、住民との協働・連携というパートナー

シップに、川づくりを繋げていくことを提案します。

公共交通機関のＪＲをよく県南へ向かう折に使うのですが、川の全体像がよく見えると

ころがあります。それは谷川で立江川へ流れ込む支流だと聞きますが、先ほどスライドで

も見せていただきました。そこはＪＲ沿線の風景を見る限り直線でズーッと、殺風景な景

色が広がっているんです。

あの掘り割りのような川に、県産木材の間伐材のような資材を、素人で工法はよく分か

りませんが、護岸へ打ち込んでいくことによって、コンクリートの三面張りとかそういう

んじゃなくて、自然を保全する仕方で治水工事をすると、もう少しヘドロなんかがなくな

って、魚は産卵をそこの水の中でしてくれるようになると思います。

そうすれば、そこでは藻が育っていったり、大雨で鉄砲水が出てバーっと全て流れるよ

うな、ちゃちな川ではなくなると思います。

２０年かける河川整備計画ならば、地域住民にも話をし、語りかけていくような県や国

の姿勢の中で、藻が育ち魚が棲めるような護岸堤になると思います。

また、周辺の土地所有者と交渉することによって、堤に木を植える、緑の日陰もできる

というような、そして、ひいては四国八十八ヵ所巡礼の地の歴史にも繋がっていく、ＪＲ

からも、ほのぼのとした郷に見える、そういうような郷土の川にしていくべきだと思いま

す。

以上は、県民が参加しやすい場所ということで、水と親しめるキャンペーンなどのきっ

かけにもなるのではないでしょうか。

外来種の魚を放り込むような発想が出てこないように、キレイに人々がしっかり守って

いって、今は、真っ直ぐな川で新しく作った殺風景な川というイメージですが、これが変

わっていくのかなと市民は期待すると思います。

、 、 、改修工事は 自然を破壊すると言いますけれど 破壊した感じで作り上げられた川でも

「何年もかけて修復されてくるよ」という、実証事例のようなものに作り上げられたらな

あと思います。 以上です。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

○○委員・○○委員・○○委員からのご意見は、川を住民に近づける、川のイメージを

良くするという感じの意見です。

はい。次は、○○委員お願いします。
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【○○委員】

数々の計画が、これからあるのかは分かりましたけれども、先ほど、○○委員が言われ

たように 「まっすぐな川 、あれは新しく整備が出来ていると聞いておりますが、私、、 」

新町川の関係で、いろんな川を見学に全国を回っております。その中で、一番新しい計画

をしたという川を見た時に、ものすごく夢がある川を作ってる所が数々ありました。

こういう、コンクリートだけで固められた計画、ハードだけ作るという時代は、もう終

わっていると思うんです。やはり、○○委員がおっしゃったような、その堤防だけではな

く、どうやったらその日陰が出来るのかという方法も、もっと具体的に私たちは知りたい

です。

例えば、木を植えたらダメだというのは前から聞いたことがありますが、これからは植

えても良いように変わっていくんでしょうか。よく、吉野川でも木を植えたらいけないっ

て聞きましたけど。

【○○委員】

河道の中はダメ。

【○○委員】

河川敷はいけない。例えば、この写真を見ると、先ほど汽車に乗ってても見えるってお

、 、 、っしゃってた その殺風景な風景が真っ直ぐに何の蛇行もせず 人工的に作られたという

そこに、例えばその間伐材で作ったベンチなどが並んだり、ちょっと屋根付きの四阿みた

いなものがあったり、そうすると住民たちが自然に集まってきて、自分たちでキレイにも

っとしていこうって気も起こってきたりするんじゃないでしょうか。

私達は 「いちじく」などを植えて育てている所があるんですが、実がなるのが、また、

。「 」 、 、 、毎年楽しみで いちじく は すぐ大きくなるので 近所中の人も寄って来て食べたり

それからカラスと取り合いになったりと、すごく楽しさがあって、毎年そこに行くのが楽

しみなんです。

だから、そういうふうに、やはり親水性のある夢のある計画を、特に今から計画するん

ですから、ぜひ取り入れていっていただきたい。

ただ単にコンクリートのハードだけ計画して、予算予算といって、そういう物を作る時

代はもう絶対に古すぎると思います。

【○○委員長】

はい、ありがとうございます。

【事務局】

田野川にしましても、立江川にしましても、上流に広い農地があって、元々自然の所だ

ったものを、圃場整備計画と同時に河川の整備、道路の整備とかをしたものですから、直

線的になってる所が残ってるということです。

河川整備も長い期間がかかるものですから、いろいろ地域の方々のご要望とかそういう

もので、長期的には今は、直線的に整備されたものも、また少しずつ変わってくるとか、

そういうこともあるんだろうと思います。

経緯的には、そもそも自然に、特に田野川沿いは自然に、あちこちに流れていた川を、

真っ直ぐに直して、圃場整備と一緒にやったということがあるものですから、特に今、目

立っているんだろうと思いますけど、そういうご意見についても、今後取り組んでいく中

で、考えていきたいというところでございます。
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【○○委員長】

はい、よろしくお願いします。 はい、それでは、○○委員。

【○○委員】

はい、少し○○委員と重なるところもあるかと思うんですけど、先ほどおっしゃってた

ように、間伐材の積極的な活用というのは、やはりあると思います。山から水が川を通っ

て海にいくという、そのプロセスの中で、やはり川をちゃんと守っていくのは、水から守

られているのは、山がちゃんとしてるからだというふうなことで、山を守るという意味で

も、間伐材の活用が必要かと思います。

当然、危ない所、コンクリートでなければ駄目という所は必ずあります。そういう所ま

で、気を遣えという話ではなくて、本当に何か使える範囲、河積を侵さないことも条件の

内として、どこかにそういうふうなものを、例えば市民参加とか学校とか教育を巻き込ん

だ形での、何かそういうふうなものを作ることで、この最後の目標「自然と歴史にふれ」

という「地域住民の憩いと安らぎを与えるふるさとの川」そういうふうなものを住民参加

で作り上げていくという視点は、計画の段階からしっかり書き込んでいてもいいんではな

いかなと思います。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

その辺り、大きな５番のところですね。反映できるようなことであれば、よろしくお願

いしたいと思います。

【○○委員長】

他に、いかがでしょうか。

【○○委員】

一つ、よろしいですか。○○ですが、生物じゃないんですけど。

遍路道ですが、一つ気になりまして。恩山寺から立江寺までは、こういったところを歩

くと思うんですけど、立江寺の後というのは、歩く時どこ通って行くのですか。次の所と

いうのは…僕歩いたことないので、他所に行ったら、やたら徳島というと、遍路のこと、

それと川がよく見えますねって聞かれるもので、立江寺の後は、どのルートを通るのか、

恩山寺から立江寺の間は、だいたい川を横切るだけとは思うんですけど、ひょっとしたら

川沿いをずっと歩くのかなとちょっと思ったんですけど、どうなんでしょうか？歩かれた

方なんかおられたら…。

【○○委員】

昔、遍路道の調査を教育委員会でやってましたので。

【○○委員】

あっ、そうですか。

【○○委員】

立江寺を出てからは、だいたい南へ下がって、そのまま丘陵地帯、ちょうど地図に羽ノ

浦と書いてある所がありますが、そこを超えていくルート、そこが本来のルートです。た
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だ、最近はバイパスの方を通ったりとか、そういう人も多いんですが、本来の道は山越え

の道になります。

【○○委員】

分かりました。そうすると、その立江川を上がって行ってということですね。

【○○委員】

立江川、多少上がって行って、途中で、扇山川。まあその辺り、どの川かは分かりませ

んが、その辺りから山へ入って行きます。

【○○委員】

そうですか。

【○○委員長】

はい。ありがとうございました。

【○○委員】

歩く所は、徳島の顔ではありますし、時代はいくら２０年経ってもお遍路は残るんです

。 、 、 、よ 企業さんとか みんな全部潰れたりしても 極端に言えば徳島に人が居なくなっても

お遍路さんは来るってことで、それは、みなさんがよくご存じだと思いますけど。

【○○委員】

立江川の流域は、元々 「櫛渕の庄」で、周りには上流の方にため池が沢山あって、元、

々、ため池かんがいでした。

ですから、この立江川というのは、どちらかと言えば、排水路的な色彩が強い河川とい

うふうにして理解もらったら方がいいかなということだと思うんです。ですから、周りの

土地は低くてですね、元々はラグーンの所ですね。

【○○委員長】

はい。今のは現状のところ、目標の所にかかりますのでお願いしたいと思います。

他に、ご意見ございますか？よろしいでしょうか？

それでは、皆さんからたくさんのご意見をいただきました。会議の終了予定時刻も少し

越えていますが、これぐらいで。

この立江川の素案に関して、皆さんからのご意見をいただいたということで、あと宍喰

川は先ほど言ったように、順次ステップ踏んでるわけですが、その辺のことについて今後

の予定、次第の３番「その他」について、ご説明していただきたいと思います。

よろしくお願いします。

【事務局】

はい。議事の３「今後の予定」について、ご説明させていただきます。

まず、前段にありました宍喰川の河川整備計画についてでございますけども、今後、修

正を加えた後に、地元の海陽町の意見聴取、それから農林部局とかの関係機関への正式な

協議を踏まえて、最終的には河川法に基づく協議を国土交通省と行い同意を得て、最終的

には公表というような流れになっております。そのような手続きを進めさせていただきた

いと考えております。
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後半の立江川の整備計画についてですけども、今日のところは素案というかたちにさせ

ていただいております。本日、皆さんの方からいただいたご意見、さらには今後、国土交

通省との協議、それから関係機関との事前協議も踏まえて、また、宍喰川ではアンケート

調査というかたちにさせていただいておりますけど、住民の意見の反映ということで、こ

れについては、地元の小松島市とも今後協議していく中でやり方などを協議して、進めて

いきたいと思うんですけど、そういうのも反映させた上で、次回、再度、ご審議いただき

たいと考えております。

次回については、今回の立江川の整備計画の修正案、それからもう一つ、今度また新た

にということで、実は吉野川の中央南部圏域という所がございます。

これについては、吉野川の南部、いわゆる吉野川市、旧山川町・川島町・鴨島町を流れ

る川についての整備計画ということで、その中の飯尾川については、以前に整備計画を既

に策定しておりますので、その飯尾川流域を除く、吉野川中央南部圏域の整備計画の素案

について、併せてご審議いただけないかと考えておりまして、一応、目標とする時期につ

いては、来年の春にできればいいかなということで、頑張って進めていこうと思っており

ますので、改めて日程等の調整をさせていただきますけど、また、よろしくお願いいたし

ます。

とりあえず、今後の予定ということで説明させていただきました。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。 どうぞ。

【○○委員】

先ほど、ちょっとお話したことなんですが、今までかなりの数やってきたと思うんです

が、どれだけやったかちょっと自分でも分からなくなったんですけど、それからまだこれ

からかなりの数がまだあるように確か聞いている訳で、対象となる河川について、Ａ４用

紙１枚で表裏ぐらいでいいんですけども、今までやったきたものと、またこれからの予定

のリストについて説明いただければと思います。それで、あと何年ぐらい続くのだろうか

と。

それと、これまで実際に計画を立てて着手しているというものがあれば、その開始年度

や着手した主な中身について、項目ぐらいで結構だと思うんですが、ちょっとそれがない

と、もうだんだん分からなくなってしまっています。

【○○委員長】

そうですね、はい。

【○○委員】

それは、出来ればお願いしたいなと思います。

【○○委員長】

はい、いいですね。

事務局は、変わりますけども、委員の皆さんの方が長い期間、携わってきているので、

自分たちがやったことを知りたいなと。

【○○委員】

委員会のＰＤＣＡ。
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【○○委員長】

そうですね、その後どうなっているのかな、簡単で結構なので教えて下さい。

他に、ご質問とかご要望とかございましたら、よろしいですか。

はい。そうしたら、これで議事につきましては、終わりたいと思いますので、後は全体

の進行を事務局の方にお返ししたいと思います。

どうぞ、よろしくお願いします。

【事務局：司会】

本日は、長時間、ご審議いただきましてありがとうございました。

今日、多くの意見をいただきましたので、次回の会議には修正案というような格好で、

皆様方からいただいたご意見を整理して、事務を進めてまいりたいと思います。

最後に、河川整備課長から閉会に当たっての、ご挨拶を申し上げます。

【事務局】

河川整備課長の○○でございます。

本日は、まず第一点目で、宍喰川水系の河川整備計画の案、そして、第二点目として、

立江川水系河川整備計画の素案ということで、大変長時間にわたりまして、ご審議を賜り

まして、本当にありがとうございました。

また、○○委員長さんにおかれましては、スムーズな議事進行、大変ありがとうござい

ました。

本日の委員の皆さまからいただきました、大変貴重なご意見・ご提言につきましては、

できる限り計画の中に反映させていただきたいと考えておりますので、どうぞよろしくお

願いを申し上げます。

委員の皆さまにおかれましては、今後とも本県の河川行政の推進にあたりまして、ご理

解とご協力を賜りますよう、お願いを申し上げまして、本日の委員会のお礼とさせていた

だきます。

本日は、どうもありがとうございました。

（ 以 上 ）


