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○司会

。 、 。お早うございます 月曜日の朝早くからお集まりいただきまして ありがとうございます

ただ今から、第１２回とくしま川づくり委員会を開催させていただきます。

議事に入ります前に、まず配布資料のご確認をさせていただきたいと思います。 本日の

会議資料といたしまして、事前にお送りしている資料がございます。

「一緒に考えませんか、福井川の川づくり」と書いたパンフレットでございまして、お送

りする時に中に、福井川の川づくりに関するアンケート。

それから、福井川の川づくりに関するアンケート調査集計結果、カラーのものと白黒のも

のと２部ございまして、それを挟んでございました。

それから、前回の委員会で配布させていただいた資料の中で、吉野川水系旧吉野川圏域河

川整備計画（案）の資料３をお持ちいただきたいと思うんですが、ちょっとこれ、ややこし

いので詳しく説明しますと、前々回にこういう赤いフラットファイルで綴じた格好でお渡し

しまして、それでその後、差し替え分を前回、こういう格好でお渡ししてございます。もし

お持ちでない方がおいでましたら、余分を用意させていただいておりますので、おっしゃっ

ていただいたらと思います。

、 、 、 、 。それから 本日 配布させていただきました資料といたしまして まず 本日の会議次第

それから、本日の配席図。

それから、旧吉野川圏域の河川整備計画（案）の資料といたしまして、３つの資料がござ

います。

第１１回とくしま川づくり委員会（前）での意見、と書いたコピーのもの。

それから、第１１回とくしま川づくり委員会（後）での意見、と書いたもの。

それから、吉野川水系旧吉野川圏域河川整備計画（原案）と書いた資料でございます。

さらに最後に「防災・減災対策の強化に向けた提言」という１枚のコピーを配布させてい

ただいております。

もしお揃いでない方がございましたら、おっしゃっていただきたいと思います。よろしゅ

うございますでしょうか。

それでは、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。河川課長の○○でございます。

本日は、委員の皆様方には、年度末の大変お忙しい中、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。

本日は、福井川水系の河川整備計画のアンケート結果、及び旧吉野川圏域の河川整備計画

案についてのご意見を賜るわけなんですが、より良い川づくりのため、委員の皆様方には、

ご意見、ご指導のほど、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、本日の議事の予定を申し上げます。会議の次第をご覧ください。

まず最初に一番目としまして、福井川水系の河川整備計画案のアンケートについて、ご報

告を申し上げます。

それから、二番目の議題といたしまして、旧吉野川圏域河川整備計画案のご説明とご意見

をいただきまして、本日、この案の取りまとめをしたいと考えてございます。

それから、三番目に、その他の議題といたしまして、防災・減災対策の強化に向けた提言

について、ご議論をいただきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、ここからは委員長に進行をお願いしたいと思います。○○委員長、どうぞよろ

しくお願いします。

○委員長

今年もよろしくお願いいたします。

じゃあ最初の議事ですね （１）の福井川水系河川整備計画（案）のアンケート結果につ。

いて、事務局からご説明をお願いします。

○事務局

議事（１）の福井川水系河川整備計画（案）アンケート結果について、ご報告させていた

だきます。

事前にお送りいたしましたアンケートに関する書類一式をお手元のほうにご用意していた

だけますでしょうか。

まず、前回でパンフレットについてご意見をいただきましたので、パンフレットでの修正

点について、ご説明させていただきます。

まず、こちらが前回お示ししましたパンフレットでございまして、こちらが今回配布しま

したパンフレットになっております。

それで、修正しました点を申し上げますと、まず表紙の部分ですが、ちょっと、表紙が意

見を伺うには物足りないということで、一緒に考えませんか、というフレーズと、あと、福

井川についてみなさまの声をお聞かせくださいという、このようなフレーズを付けました。

次に、表紙をめくっていただきまして、右上の二級河川福井川水系河川整備計画づくりの

流れ、ということで、まずこのパンフレットを配布する前に、とくしま川づくり委員会から

ご意見をいただいてますよ、というこの部分を付け加えまして、またその後、地域の皆さん

からお声をいただき、その後にもう一度、川づくり委員会でご報告をするというふうに訂正

しました。

次に、この両ページをめくっていただきまして、まず中央の平面図なんですが、この部分

には、既に改修が終わっている区間と、改修が終わってない区間を付け足しました。

また、右上になるんですが、福井川の改修イメージ図ですとか、椿地川の改修イメージ図

、 、 。というところで できるだけ分かりやすいように 立体的なイメージ図に変更しております

また、右下の利水の現状というところで、水利用という項目を追加いたしまして、昭和５

２年から等ということを書き加えております。
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最後に、このパンフレットを閉じていただいて、最後の用語集のところになるんですが、

用語集の河川一般の上から３つ目のところに、一級河川というのを書いてございます。

前回の部分では、二級河川の福井川だけのことしか書いていなかったんですが、今回、一

級河川、分かりやすいように、という意味でご意見をいただきましたので付け加えました。

それと、一番下の項目の、治水・利水・環境というところの外来種の説明が少しおかしか

ったので、この部分を修正しております。

パンフレットの修正については、以上でございます。

次に、アンケートのほうの修正点ですが、河川整備計画に住民意見を反映するために、前

回お示ししましたアンケートの内容では少しイメージ的なことを聞いておって、整備計画に

住民意見を反映する内容になっていない、ということでしたので、大幅に修正を加えてあり

ます。

それで、個々については後ほどの集計結果のところで説明いたしますが、基本的な考え方

としましては、福井川水系河川整備計画案の内容をこのアンケートの中に盛り込みまして、

少し文言としては難しい文言になっておりますので、そのあたりをやさしい文言に変えまし

た。

以上のパンフレットとアンケートをもちまして、平成１６年１２月６日から２２日までの

１７日間にかけまして、福井川水系流域にお住まいの方にアンケート調査を行いました。

前回の委員会で、回収率を上げるために町内会長さん等に配ってもらったらいいのではな

いか、というご意見をいただきまして、阿南市のほうには広報紙を配布する広報連絡員さん

という方がおられます。私どもも連絡を取って調整に努めたのですが、日程的なものですと

か、広報連絡員さんの都合でちょっと調整が難航いたしましたので、今回は郵送ということ

にさせていただきました。

その結果でありますが、７４１世帯に郵送いたしまして、平成１７年１月５日までに２５

０人の方から回答をいただきました。回収率は３４％となっております。

なお、今回、事前にお送りしました資料につきましては、全体的な傾向を見るためにとど

めております。今後クロス集計等を行いまして、詳しい分析をしたいと考えております。

次にカラーの、福井川の川づくりに関するアンケート調査集計結果を見ていただきたいと

思います。

まず、アンケートにお答えしていただいた方の属性を見てみますと、男性で下流域にお住

まいの方で、農林漁業を営まれている方で、６０歳を超えている方から多くの回答をいただ

くような結果となりました。

次に（２）福井川の川づくりについて、ですが、

問１ 「福井川の川づくりについて、あなたは下記のどの項目を優先的に行えばよいと思、

いますか？」という問いに対しましては、平成１５年７月の豪雨の影響もありまして、洪水

や高潮に対して安心できる川づくりを１位にあげる方が多く、また、農林漁業を営んでいる

方からの回答を多くいただいたので、かんがい用水などが不足しない川づくりを２位にあげ
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、 、 、 、る方が多く そして 水がきれいで 魚や鳥などが住みやすい川づくりを３位にあげる方が

人々の憩いの場となる施設の整った川づくりを４位にあげる方が多いという結果になりまし

た。

（３）治水について、ですが、

問２ 「洪水や高潮の対策として、どのような工事を望みますか」という問に対しまして、

は、川幅を広げたり堤防をつくる、壊れにくい堤防に補強する、という２分するような形に

なりました。

問３の「洪水や高潮の対策として、工事以外でどのようなことを望みますか？」

という問に対しましては、情報をすばやく流す体制をしっかりつくる、という回答えを多く

いただきました。

次に、１枚めくっていただきまして、

（４）利水について、ですが、

問４ 「雨が少なく川の水量が少ない時期には、川の水はどれくらい流れていればよいと、

思いますか？」という正常流量に関する問いに対しましては、①の川の生き物が住みやすい

程度の量が流れておればよい、というような回答を多くいただきました。

次に、問５の「適正な水利用をしていくために、特に必要なことは何だと思いますか？」

という問いに対しましては、①の水量などの継続的な調査を行ってほしい、という回答を多

くいただきました。

（５）の環境について、ですが、

問６ 「福井川の自然について、どのような川になることを望みますか？」という問いに、

対しましては、②のきれいな水が流れる川、をあげる方が多く、水質の悪化を懸念している

方が多くいる、ということが分かりました。

次に、問７ですが 「福井川の空間について、どのような施設を望みますか？」という問、

いに対しましては、安全に水辺に近づける階段のスロープや、人々の憩いの場となる散歩道

やベンチ、家族連れで遊んだり、イベントができる公園や広場など、バランスよく施設を設

置してほしい、というような回答をいただきました。

（６）の維持・管理、皆様との連携について、ですが、

問８ 「福井川を管理する中で、大切だと思うものは何ですか？」という問いに対しまし、

ては、①の洪水の流れを阻害する草木を取り除く、という回答を多くいただき、問９の「今

後の川づくりでは、皆様との連携が重要です。あなたはどのような活動が大切だと思います

か？」という問いに対しましては、河川敷の草刈り活動の回答を多くいただきました。

この問いから地域の住民の方が普段､福井川をどのように考えているのか、というような

ことが分かるような結果になったと思っております。

次に、７の「 福井川の川づくり』についてのご意見、ご要望について」という問いに対『

しましては、次のページ以降に付けておりまして、２５０名から回答していただいた中で、

１７３名の方からいろいろなご意見やご要望をいただく結果となりました。
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それで、私どもの対応といたしましては、まず各それぞれの意見に対しまして、キーワー

ドを設定いたしまして、そのキーワードを基に治水、利水、環境、その他という項目に分類

しました。

そして、分類した項目に対して福井川の河川整備計画原案では、こういう考えの基にこう

いう記述内容をしています、という、県の記述を書き加えています。

まず１ページ目になるんですが、治水について、ということで、治水については改修の早

期実現ですとか、改修重視ですとか、次のページへいきまして支川の改修ですとか、改修の

進め方、環境を配慮してほしい、また堤防を強化してほしい、というような意見を多くいた

だきまして、地域の方が非常に不安に思っている、ということを伝えてもらったか、と思っ

ております。

また、治水に関するその他の意見といたしましては、避難体制や情報伝達体制をしっかり

やってほしいですとか、次のページへ行きまして、地震津波対策を十分にやってほしいとい

うようなご意見をいただきまして、特に地震津波対策についてですが、ここの部分では記述

内容のところを見ていただきまして、河口ではチリ地震津波級の高さの高潮による被害を防

止するということで、南海、東南海地震はチリ地震津波を超えないこと、ということで地域

の方には今後、これをお知らせしていくつもりであります。

次のページへ行きまして、利水についてでございますが、正常流量に関することで、地下

水を利用されている方が多くおりまして、地下水に塩害が出ないかと非常に心配されている

方が多くおりました。

、 、 、 、また 農林漁業を営んでおられる方からは 大原堰の改築に際しまして いろいろご意見

ご要望を書いていただいております。

大原堰に対する県の回答といたしましては、個別の堰についてまでは改築の内容は記述し

ていませんが、施設の管理者と十分に協議を進めながら改築していきたいというような県の

考え方を示しております。

次のページへ行きまして、６ページの環境についてですが、ここの部分では水質を改善し

てほしい、という多くの意見をいただきまして、昔のように福井川で泳げるようにしてほし

い、というようなご意見を多くいただきました。

県といたしましても、水質改善は河川管理者のみの対応では限界がありますので、関係機

関と連携を図りながら、水質を保全していきたいというような考え方を示しております。

また次のページへ行きまして、河川空間ということで、空間の利用でありますとか、公園

等の整備について、それぞれ思った意見を書いていただいております。

次に８ページに行きまして、環境保全ということで、昔のような福井川にしてほしいです

とか、ホタルが住めるような環境にしてほしいですとか、そのような昔の環境を壊さないよ

うにしてほしい、というようなご意見ですとか、あと外来種対策についてのご意見もいただ

いております。

次に１０ページのほうへ行きまして、維持管理についてですが、堆積物の除去ということ
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で、多くの意見をいただきました。

これらのことから、地域にお住まいの方が福井川をどのように考えているのか、というこ

とが非常に分かる結果となり、草木の手入れとかを今後重要視していかなくてはいけないの

だな、というようなことになりました。

次に１２ページになりますが、河川管理施設ということで、既に出来上がっているものに

ついては、十分点検や補強をしてほしいですというような意見ですとか、草刈り、清掃活動

ということで、普段から年に１回ほどの草刈りはしていますが、十分対応できないので、今

後はそのあたりも含めて草刈りの清掃活動を盛んにやってほしい、というようなご意見をい

ただきました。

最後に、その他の福井ダムに関する意見ですが、福井ダムができる前後の状況ですとか、

洪水時に対する流量調節を十分にやってほしいというようなご意見をいただきました。

これらの結果から、福井川に関する地域の住民の方々がどのように思っているかというこ

とが分かることになったかと思います。

それで、県の対応といたしましては、このいただいたご意見、ご要望の基本的な事項につ

きましては、福井川河川整備計画原案で対応できるものと考えております。

で、このアンケート結果を今後は工事を実際にする際に、こういう多くの意見をいただい

たということで、役立てていきたいと、考えております。 また、これらの結果の公表の仕

方なんですが、阿南市の広報紙や県のホームページを使いまして、福井川の流域の方にこの

ようなご意見をいただきました、ということを公表していきたいと思っております。

福井川のアンケートについては、以上です。

○委員長

どうもありがとうございました。

アンケートをやったタイミングが良かったのか、たくさん書いてくれまして、普通こんな

に書いてくれないですね。ありがたいことです。これに対しまして、何かご意見ございませ

んでしょうか。

はい、どうぞ。

○委員

非常によくまとまっていて、すべての意見を網羅しているように思うんですが、福井川を

地域住民だけではなくて、ほかの人も通る、まあ通行人といいますか、そういう客観的な意

見を集めようと思えば、県の広報などで福井川流域の住民にこんなアンケートをしているか

ら、ほかの方もここに参加できるような文言をどこかで１回でも公表しておけば、もう一つ

広い全体像を見ての意見が出てくるんじゃないかな、と思いました。これで十分だと思うん

ですけれども、そんな気がしました。

今切川とかそんなところでは、メッキ工場か何かよく分からないんですが、地域住民とし

ては、ご近所の人が川を汚しているのは書けないにしても、ほかの人が見たらいつもここは

何か鉄さびのような水を流している、っていうようなことを遠慮なしに書けるように思うん
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です。

そういうことで、通行人というか通勤、通学に使っている人の意見があれば、さらに充実

するな、と思いました。

以上です。

○委員長

はい。

○事務局

実は、対象をどうするか、というので、基本的には流域にお住まいの方にご意見をいただ

く、というふうにいたしました。

といいますのは、今、○○委員長からもかなりの回答率があったと。一因は昨年、非常に

洪水が多かったことだと思います。

それから、もう１つは福井川というのは流域としてもそれほど大きくなくって、小さな流

域ですので、ここにお住まいの方というのは、非常に身近な存在であろうと。

私も、その２つの意味合いからたくさんのご回答をいただいたのではないかな、というこ

とで、身近な川、自分たちの川、という意識もあっていただいたのかな、と思っています。

それで、理想的には流域を超えて、ほかの流域外からもご意見をいただく、というのが理

、 、 、想でございますが 基本的にはそこにお住まい 流域でお住まいの方の川でございますので

そこから基本的にはご意見をお伺いしたい、というふうに思っております。

○委員

ありがとうございました。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

年齢をみると、６０代以上というか高齢者のほうにどんどんバイアスがかかっていって、

これからその地域を担っていくような若い方の意見というのがほとんど反映されてないので

はないか、と思いますが、もう取っちゃったので仕方ないんですが、これからのアンケート

のことを考えると、もう少し年齢とか、若い方の意見とかが入るように。

やっぱり年齢の高い方は保守的な考え方の方が多いという感じもしますので、もう少しい

ろんなバランスが取れるように心掛けたらどうかな、と思いました。

○委員長

どうぞ。

○事務局

おっしゃるとおりかな、と思いますが、今回は流域の全部の方にご意見をお伺いしたい、

ということで全戸に一軒一軒に配布する、というような格好を取りましたので、その家族の

中で比較的、一番年齢層でも上の方が答えていただいた、という要因もかなりあるのかな、

というふうに思います。
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、 、そういうケースが今回取りました要因かと思っておりまして 確かに全員に一人ひとりに

、 、 、というのがちょっと どうすればよいか というのは具体的には難しいかと思いますけども

今後そういうふうに心掛けていきたい、と思っております。

○委員長

ほかにございましたら。

○委員

どうですか、はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

今のアンケートの集計の仕方で言えば、先ほどちょっと説明されてましたが、クロス集計

したものを今後、出していきたいということで、上流と中流と下流という、少なくとも住ん

でる地域の場所が違う人がどういう回答をしているかというと、下流の人はやっぱり洪水を

心配するでしょうし、大原堰のところの人はそういう浸水を気にするでしょうから、そうい

った集計もぜひお願いしたいなと思います。

それから、できましたらアンケートをやるのを今後、幾つも河川出てくると思いますけど

も、河川整備計画の原案をつくる前に、ぜひこれをやっていただいて、それを勘案した上で

ここの席上で、我々も一緒に原案をつくっていきたいと思いますので、もう一歩、一つ前へ

できるように。

この会議がずっと続いておりますので、その次の次の河川というのはもう大体分かってお

るかと思いますが、事前にこれをやっていただきますと、よりいい案ができるんじゃないか

と思いますんで、よろしくお願いします。

○事務局

分かりました。

○委員長

今のを詳しく考えると、案ができる前にやって、アンケート結果からこういう案をつくっ

、 、 。 、 。て もう１回アンケートをやる ということは万全ですね まあ 万全はないでしょうけど

○委員

大体､聞く中身という人は､河川が違うからといってそう大きく変わるわけではないと思う

んですよね。幾つかの特性は、地域によってあるかと思いますけども。大体このあたりが今

後、骨子になってくるのかなと。アンケートの項目なんかですね。

そうすると、そういったものを少し素案をつくる段階の時にアンケートを事前にやってい

ただいて、その結果を我々としてもこういう客観的なデータが出てきたら、ここで議論しや

すいと思いますので、原案づくりの前に、事前にアンケート項目、ちょっとここで検討した

ものを事前にやっていただく、というほうがいいんではないかなと思います。

○委員長
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はい、どうぞ。

○事務局

おっしゃるとおりで、以前にしました三好西部圏域の河川整備計画に対しては、事前にア

ンケートを取りまして、これの今回しましたアンケートの部分ですね、そういう部分をしま

して、それからご議論をいただいた、という経過がございます。

実を言いますと、今回は整備計画の案ができまして、本文そのままでは住民の方にご配布

しても隅々まで読んでいただくのは無理であろう、ということで概要版の整備計画をつくり

まして、これに対してご意見をいただきたい、ということで、本当はこの自由意見で書いて

いただくことが本当は主眼であったわけなんですけども、それだけでは皆さん回答率も低か

ろう、というようなこともあってアンケートを併せてやったという経過がございます。

それで、各流域の事前にアンケートを取って意向を確かめるということも必要かと思いま

して、まだ今後、検討してまいりたいと思いますけども、例えば、できるならば吉野川の流

域でしたら吉野川流域を全体的にとって、それで支川のこの流域、この流域でどういう違い

があるとかいうような、全体的な傾向を事前にとらえられたらということを、前に事務局の

ほうでいろいろ検討していたわけなんですけども、今後そういうことも考えて、事前にアン

ケートを取る部分を検討してまいりたいと思っています。

ただ、委員長がおっしゃっていただいたように、整備計画の案に対するご意見を聞くとい

うことが、必ず必要になってまいりますので、その時にやはり住民の方の傾向というような

ものも併せてアンケートを取るという手法を、今回はその手法が一番早く全員の方に聞ける

のかな、ということで手法を取らせていただきましたので、それぞれの大まかな傾向とかい

うようなことをとらえるについては今後、検討させていただきたいと思います。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

今のアンケート結果に関係があるんですけども、こういう河川整備計画というのは全般的

に、例えば、河川全般についてこういうことをやってほしいというのと、福井川なら福井川

という特定の河川について特にこういうことを希望すると、それがあると思うんですね。

ですから一応、河川全般について必要なことというのは、大体つかめるわけですね。これ

にも出てますけども。

だから、そういうのは県のほうで、こういうことは常に考えていますよ、というのをまと

めておって、この河川については特にどういうことを望みますか、というその視点でアンケ

ートを取られたら、もっとより具体的な注文というのが出てくると思うんですね。

ほとんどがこれ一般論として、なるほど、なるほど、こうであってほしいな、というのが

多いですね、このアンケート結果を見ますと。当然のことだと思うんですね。

だから、その川について独特の考え方というか、そのあたりをもっとピックアップできる

ようなアンケートの取り方とか、そういう項目を工夫されたら、今後のためにはいいと思い
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ますね。

それを反映して、最終的には○○委員長がおっしゃったように計画をつくって、そしてこ

れでどうだ、ということをやると、住民の意見を十分に汲み上げたものになるだろうと、そ

ういうふうに思います。

○委員

はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

このアンケートで、前回のお話の時にもこのような文言でいいのかとか、いろいろ話し合

ったことがあったと思います。

で、すべてを細かく私も覚えてないところもあるんですけれど、このアンケート結果を見

、 、て特に多い回答が６０代からということで できればもっと若い人からも取れればよかった

というようなご意見も今あったかと思います。

それで、その配り方として、町内会の方を通してとかという、回収率をよくするため、と

いうのがあったんですが、例えば、１０代とかであれば中学生、高校生というところを考え

ていることではないかと思うんです。

例えば、もっと若い人からも回答がほしいということであれば、アンケートの配り方とか

を考えた場合に、学校を巻き込んだような形で学校にアンケートを配って、例えば、総合学

習の中で地元の福井川について考えましょう、というようなこととか。

そこまでいかなくても、この文言は大人用でちょっと難しいところもあるかも知れません

けれども、学校に配るようなことを考えるということがあれば、この１０代というのがもう

少し違った観点で出てくるようにも思うんですけれども。

○委員長

答えてくれますか。

○事務局

そういうことも検討していきたいと思います。ご指摘がございましたように、かなり高齢

の方からのご回答が多かったというのは、否めない事実でございますので、次の議題で旧吉

野川圏域の、今日もし案が取りまとまりましたら、次には住民の方のご意見を聞くという段

階になるわけですけども、その時は、流域の住民の中から年齢とかいろいろな項目から無作

、 、 、為抽出のような格好で 世帯にお送りするというのではなくて いろんな年齢層も加味して

、 、 、いろんな方に 年齢層も加味できるような格好のアンケートを取れたらな というふうに今

検討しておりまして、そのへんの工夫をしていきたい、と思っております。

○委員長

なかなかいいところに気がついたですね。これ年齢っていうのは余り意味ないですね、家

に配ってるんで。だれが書いたか分かりませんわね。余り気にしないでいいですわ。
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○委員

年齢を書く属性欄はあるんでしょう。何代かという。

○委員長

家長が書いたかも分からん。

○委員

まあ、そういう傾向が出るわね。家へ配るとね。

○委員

今の小学校へ、というのはいいと思うんですけど、小学校で子どもとお父さんとかね、子

、 、 、どもと保護者とをセットにすれば２０代 ３０代 ４０代も一緒に入ってくるんではないか

と思いますけどね。

○委員

はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

○○さんの意見を聞いていましたら、もう１つ付け加えていただきたいのが、このアンケ

ートを見ていますと、行政サイドからの一方的な質問ばかりで、地域の人たちの意見が本当

はどういうものであるか、ということが余り見えてこないと思うんですね。

例えば、ごみが無い川にしてほしいとか、川の水質を良くしてほしいとか、そういう要望

ではなくて、住んでる地域の人たちが主になって、美しく自分たちの川だから守っていこう

っていうような、意識が高まるような、行政にやってもらおうという気持ちじゃなくて、自

分の住んでるまちの川をきれいにしたいっていう気持ちで活動してたりするので、やはり客

観的に地元の人ももっと仕舞ってるようなところがあると思うんですね。

こんな自然がいっぱい残っている川なので、私なんか街に住んでいる者としては、すごく

どこでも同じような川になってしまわないように、福井川の個性を生かしたような、地元の

人でないとできないような活動も含めたことができるような問いかけというか、一緒になっ

てやっていこうっていうような感じでもっていってほしいな、ということを感じました。

○委員長

言われてみれば、確かにそうですね。何か抜けてるな、と思ったらそういうことかな。反

省っていうやつですか。

はい、どうぞ。

○事務局

いろいろご意見とかアドバイスもいただいて、そういう面も今後、考えていきたいと思い

ます。

例えば、問いかけの項目で自分たちでやってみたいことだとか、そんなことはございませ

、 。 、 、 、んか やいうような設問だとかいうことでしょうか どうすればよいのか ちょっと私 今
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具体的にはよく分からないんですが。

○委員

私も具体的にといいますと、新町川の活動しか思いつかないんですけど、やっぱり行政も

一緒になってやっていくっていうことなんでしょうね。

、 、一方的に自分たちが工事をして造るんだっていうような感覚じゃなくて 日本の川は大体

どこへ行っても同じような川になってしまっているので、これからの時代は、もっとオリジ

ナリティーのあるような川づくり、地域の人たちと一緒になって育てていくっていう、あい

まいで難しいんですけど、ごみを捨てに行くような川になってほしくない。

多分、人口もそんなにいないと思うので、ごみは少ないと思うんですけど、ほかからもご

みを捨てにくるような場所になったりしてるじゃないですか、余り人目につかない川って。

そういう方向にいかないように、町内会とかを通じて、もちろん学校も含めたり、○○さ

んのおっしゃった子どもの教育の段階から方向づけていくことはできると思うんですね。そ

れとか地域のリーダーとかを巻き込んで行政ともっとコミュニケーションをとって具体的に

何かを造っていくとか、その気にさせていくっていうことができると思います。

○委員長

アンケートね。設問に対する答えとしては、よく分からない、というところまで書いてく

れていますが、そのほか、というのが１つもないね。そのほか、があれば今、○○さんがお

っしゃったようなことが拾えてるかも知れんね。地元住民の声というのが。

○委員

はい。

○委員長

どうぞ。

○委員

もう１つだけ。アンケートを取る時に、もう少し事前に協議したらいいと思うんですけど

も、内容についてもね。例えば、その川についてどこを誇りに思っているかとか、むしろい

い面を伸ばすっていうのも大事だと思うし、そこを保全していく価値があるところはどこと

認識しているかとか、あるいはどこが本当に悪いと思っているのか、ということをポイント

が抽出できるような質問があってもいいんだろうなって思いますね。

○委員

はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

地域の方と行政がパートナーシップを組んでやる、というのをこのごろよく言われますけ

ども、私たちの川を守っていこうということで、そういう行政に何か経済的に支援するよう

な制度があるなら、そのパートナーシップを組んでやりましょうっていうところに主体性を
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持っていただいて、共にやっていくっていうようにしたらどうかと思うんですね。

各戸にとったアンケートが悪いっていうんじゃなしに、各戸の人で高齢の一人暮らしもあ

るでしょうから、その人たちにもアンケートはする、学校でもする、総合学習の時間でも考

えていただく、というふうに各層の人に参加していただいて、何かの段階で加わっていると

いうのは、私たちの川、という意識を盛り上げるような気がしますから、そういうようにい

ろいろな反省点を踏まえて、今後は多数の人に参加していただいたらいいように思います。

以上です。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

このアンケートは、これでいいと思うんですけれども、個々の要望などを引き出す形には

なってるんですけれども、その川、流域に対する関心度を測定するような項目がないです。

だから、できたらそれとセットで何かアンケートを評価できるようにしたら、もっと的確に

意味を汲み取れるようになるのではないかな、と思うんですけど。

ちょっと難しいですけどね。どういう設問を盛り込んだら、そういうことができるのか、

というのは。多分、ただ関心がありますかっていう項目１つだけ付ければいいというふうに

はならないと思いますので。

○委員長

参考までに、前にも言ったと思うけど定井先生がやりましたわね。吉野川に何回ぐらい行

きましたか、いうものですかね。

で、やると、大体、関心があるのは、ほとんど行けないのが３０代ですね。３０代は、子

育てで一生懸命なので、忙しいらしいと。それで、川から５００ｍ以内の人はしょっちゅう

行くとかね、ちゃんと出てましたよ。大体、共通してます。川から５００ｍ以内で、４０歳

以上でとか、１０代から２０代まで。そういうのが関心があるとかいう、大体共通していま

した。これ、ご参考までに。

はい、どうぞ。

○事務局

まだこれ始めたばっかりで、まだまだ不十分なところがたくさんございますけども、今後

、 、やっていく中で 少しずつでもレベルアップをしてやっていくようにしたいと思いますので

今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

○委員

ちょっとだけ、事務局に聞いておきたいんですが。

○委員長

どうぞ。

○委員

この概要版、福井川の川づくりですね、１枚めくってもらったところに治水というところ
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がありますね、真ん中あたりにね。

、 、 、 。 、そこに洪水対策 高潮対策 ソフト対策 河川管理対策とこう書いてありますね このね

私自身、ソフトというのは分かってるようなつもりですが、ソフト対策と書かれたら、ハー

ドとソフトというような使い方の時は、比較的イメージが浮かぶんだけど、ここでソフト対

策というたら何をイメージしたらいいのか、余りぴーんとこないんですね。何を期待されて

いるんですか。

○事務局

記述がちょっと不十分かも分かりませんけども、ハード対策と申しますのは、もちろん堤

防を高くしたり、川幅を広げたり、という施設の整備の話でございまして、それに対してソ

フト対策と申しますのは２つございます。

１つが俗に申します水防活動というもので、洪水の時に土嚢をついたりとかいうようなこ

とで、人手で一時的に被害を防ごうということが１つ。

それと、もう１つ、水防の中では逃げる、避難する、という部分がございます。

○委員

なるほどね。

○事務局

はい。その水防活動で土嚢をついて防ぐ、それともう１つは避難。避難のほうにはいろい

ろ体制づくりだとか、町内の自主的な防災組織づくりだとか、いろんな面がございますけど

も、そういうものでございます。

記述した一言、ソフト対策ではちょっと分かりにくかったのかも分かりませんけど、そう

いうことでございます。

○委員

そういう説明があると、ああ、そういうことかな、というのが腑に落ちるんだけど、いき

なりソフト対策がぱっと頭にくると、どういうことかいなと、ちょっと私自身、判断に苦し

。 、 、んだところがあります ちょっと聞かせてもらったんですが 今のご説明で大体分かります

それでね。

○委員長

これ、ソフト対策と言い切って、ぽんと書いたのはまずいね、やっぱり。分からないね。

○○委員でも分からんのやから。

じゃあ、よろしいでしょうか、以上で。

今日たくさんご意見いただきましたけど、そのご意見を基にアンケート結果を河川整備計

画に教科書どおりに言うと反映してくださいと、こういうことですが、これも教科書どおり

ですが、以後の事務手続きを事務局のほうは進めていってください。

次の議事（２）ですね。旧吉野川圏域河川整備計画（案）に入りたいと思います。事務局

のほう、説明してください。

○事務局
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続きまして、議事（２）の吉野川水系旧吉野川圏域河川整備計画（案）について、説明さ

せていただきます。

、 、前回の意見では ご意見をいただくような十分な時間を取ることができませんでしたので

今回はもう一度、説明からさせていただきたいと思います。

まず、お手元のほうに旧吉野川圏域の河川整備計画（案 、資料３ということで、前回の）

委員会でお配りしたものを用意していただけますでしょうか。

それで、まず、旧吉野川圏域河川整備計画の説明をさせていただきます前に、先の台風２

３号でこの旧吉野川圏域に属します宮川内谷川ですとか、榎瀬江湖川が溢水ですとか越水を

しましたが、この旧吉野川圏域河川整備計画には、それらの河川が今の段階では入っており

ません。

といいますのも、国土交通省のほうが策定します旧吉野川の河川整備計画というのがまだ

、 、 、できていない段階ですので 旧吉野川の影響を受けます宮川内谷川ですとか 榎瀬江湖川は

旧吉野川の河川整備計画ができてから、見直ししていきたいと考えています。

それで、黒谷川ですとか前川ですとか撫養川ですとか、旧吉野川の影響を受けることが少

ない河川について、今回は見ていただきたいと、このように思っております。

それでは、まず、こちらのほう、青のシートのほうから説明させていただきます。

まず、１のところをめくっていただけますでしょうか。

、 （ ） 、そうしますと 第１０回とくしま川づくり委員会での意見 本文 というのがありまして

第１０回の委員会でいただいたところの意見を修正してございます。

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、天井川では、というご

意見をいただきまして、本文、参考資料とも「天井川」に修正してございます。

また、圏域の巡航船ということで、交通史的なものを記述したほうがよいのでは、という

ようなご意見をいただきまして、本文の歴史、文化のところで「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」という文章を追加しております。

また、№３の河川空間を学習の場としての利用という、学習の場として利用できるような

と、先ほどの福井川でもご意見をいただきましたが、ここの部分につきましては、修正後で

「また、子供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」というよう

な文言を付け加えております。

№４ですが、地名の修正ということで旧吉野川に関する地名が違っておりましたので、確

認をしまして新しい文に修正をしております。

次に、２をめくっていただきまして、前々回の第１０回とくしま川づくり委員会で見てい

ただいた整備計画と、第１１回川づくり委員会で見ていただいた整備計画の比較表を載せて

あります。

前々回の委員会で、文章の整合性が十分にとれていないという、ほかの整備計画と比べて

文章の整合性が十分図られていないのではないか、というようなご意見をいただきましたの
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で、ほかの整備計画を整合が合うように文章を大幅に修正してございます。

細かい点をいろいろ修正しておりますので、ここでは説明を省略させていただきますが、

基本的な書き方等をほかの整備計画と同じような格好になるように修正をしてあります。

次に、３になりますが、３につきましては、先ほどの対比表の修正後の本文を打ち出した

ものを付けてあります。

次に、４になりますが、４では第１０回とくしま川づくり委員会での意見（治水計画編）

ということで、参考資料の治水計画編の中で、№１、参考資料の数値の根拠ということで、

数値の根拠が明確でないとのご意見をいただきました。

前々回の資料には、河川現況調査という国土交通省の資料を出典しておりましたが、県管

理の河川については、データ不足で十分な精度のものが載っておりませんでしたので、今回

の河川整備計画からは、この参考資料のデータとしては取り下げたいと、このように考えて

おります。

次に、№２ですが、メッシュデータの精度ということで、メッシュデータの精度が示され

ておりませんでしたので、修正後のほうには 「１００ｍのメッシュデータを基に整理し」、

ということを付け加えております。

それで、今後の治水計画編なんですが、非常に河川の専門的なことを書いておりまして、

地域の住民の方に見ていただくのには、非常に分かりにくい取りまとめ方になっておりまし

たので、今後はもう少し内容を改めまして、できるだけ分かりやすい形で地域の方に分かり

やすい治水計画編というのをお示ししまして、また、その参考資料としまして専門的なもの

を○○先生とか○○先生に見ていただきたいと、こういうふうに変えていきたいと考えてお

ります。

次ですが、６を見ていただきまして、第１０回とくしま川づくり委員会での意見（流域概

要編）ということで、まず１ページになるんですが、地名の修正ということで、旧吉野川に

関する地名を間違えておりましたので、地名を確認して修正しております。

また、２５ページの貴重種の追加ということで、ヒロクチカノコガイの写真が抜けており

ましたので、ヒロクチカノコガイの写真を追加しました。

また、参考資料の追加ということで、土地利用基本計画図ですとか、都市計画図を参考資

料に載せては、ということで、後ろのほうに追加しております。

次に、８８ページになるんですが、水質データの追加ということで、正法寺川につきまし

、 、 。ては 水質浄化事業をやっておりますので 水質データを参考資料の中で追加いたしました

次に、９３ページになるんですが、語句の修正ということで、大麻比古神社の文字を訂正

させていただいております。

今、説明しました分が第１０回とくしま川づくり委員会に諮りまして、第１１回の部分で

説明した分でございます。

それで、次に今日お配りした資料で、前という文字をピンク色で塗った資料があるかと思

うんですが、これについて説明をさせていただきます。
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これにつきましては、№１キーワード、動植物ということで、事前に○○委員のほうから

旧吉野川圏域の動植物について、もう少し圏域という広い地形を考慮した記述にしてはどう

か、ですとか、コウノトリが確認できた時期はいつですとか、植物層の記述を追加しては。

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

、 、 「 、のご意見をいただきましたので 修正後のほうを見ていただきまして 現状では 圏域では

山地を中心に豊かな自然環境が広がり、多様な動植物の生息・生育環境が形成されている」

というふうに地形を考慮した文章に改め、また、地形を代表する種と貴重種を書くような方

向に修正をしてあります。

、 、「 、また 課題としましては 河川は単に上流から下流まで連続しているというだけでなく

周辺の支川や水路、水田や樹林地などとネットワークを形成している」というふうに周辺環

境にまで及ぶ、というようなことを課題に付け加えております。

後ろに付けております資料につきましては、これの比較表と差し替え用の資料でございま

す。

また、縦断図も追加すべきでは、ということで、この時は余り準備する時間がありません

でしたので、後ろに縦断図を付けておりますが、今回お配りしましたこちらのほうですね、

平成１７年２月の原案の中に縦断図のほうを入れてあります。

最後になりますが、本日お配りしました資料の青色で後ろの文字を塗っております分につ

いて説明をさせていただきます。

まず、№１の距離標ということで、前回お示ししました計画流量配分図ですとか、平面図

に１ｋ／２００等の河川独特の表記が残っておりまして、分かりにくいと､ご意見をいただ

きましたので､これも本日お配りしました原案の中で福井川水系と同じように､ページでいい

ますと１６ページとか１７ページになるかと思うんですが、１ｋ／２００とかそういうこと

をやめまして､合流点から０．０ｋｍ、０．５ｋｍ、１．０ｋｍ、１．５ｋｍと。できるだ

け一般の方が見ても分かりやすいような表記のほうに変えさせていただいております。

、 、 、次に 表現方法ということで 前回の資料で付けておりました河川空間の利用のところで

板東谷川で生き物観察会という河川空間の利用がありまして、その中の摘要のところで、浅

。 、瀬でエビやカワニナなどを捕まえると 観察会なのに捕まえるというのはちょっとおかしい

、 、「 」というようなご意見をいただきましたので ここでは 浅瀬でエビやカワニナなどの観察

というふうに文言を変えさせていただいております。

また、№３の誤字ですが、１０年に１回程度の「確立」という文字が間違っておりました

ので、修正ということで後ろのほうに付けさせていただいております。

以上が旧吉野川圏域でいただきました意見に修正を付け加えたものでございます。

また、この旧吉野川圏域なんですが、現在、事務局のほうで昨年の台風とかの影響で策定

を急いでおることもありまして、アンケートのほうの作業は順次進めさせていただいており

ます。

以上が旧吉野川圏域での説明です。
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○委員長

どうもありがとうございました。

今、開けているところね、青く塗ってある資料の最後に誤字というのが出ていますが、こ

れ追加しておかないかんのが、１の「距離票」ですね。意見の中にも距離票の「票」がある

ね。おかしいね。選挙をやったような感じやね 「木」偏が要るんじゃないの。。

じゃあ、ご意見をお願いいたします。

はい、どうぞ。

○委員

資料３のラベル５番でしょうか。それの１－２、流出解析というところですけども、よろ

しいですか。

初めて今日気付いたんですけども、流出計算手法は、単位図法（中安総合単位図法）を採

用すると。

今まで流出解析では、この中安総合単位図法というのは初めてだと思うんです。まず、そ

のへんを。ほとんど合理式でやっていた場合が多かった。

それから、氾濫解析でキネマテックでやるとか。ありましたですか。

ラベル５の１－２、流出解析。３－３では合理式となっておるのに、このへんのところも

合ってないんですけど。

委員の方、お分かりですか。どこを言っとるか。資料３のラベル５というところの何枚目

でしょうか。

○事務局

差し替え用で用意しておりましたので、５の一番後ろから１枚めくっていただきましたら

１－２に。

○委員

私が言いたいのは、どういうことかというと、以前、中安法というのが大河川で作成され

たやつですけども、余りこれは最近は使われてないように思うので、結局、どういうところ

、 、 、にどういう解析法を使うかというのは ある程度 統一しておいたほうがいいのではないか

ということを言いたいわけです。

そして、多分ここでは以前こういう法をとられたんでしょうけども、今回の河川整備計画

のさっきのパンフレットに書いてましたように、その後の新しい知見や技術を踏まえて、と

書いてましたですからね。何も昔のそれを踏まえる必要はないんで。

例えば、具体的にはもう合理式でやってるようですね。でもいいんじゃないかと思うんで

すけどね。何かあえてこの方法を使う理由が、この地域でそういうハイドログラフが合うと

、 、 、るという 検証データがあったとか 何かそういう理由があるんだったらいいんですけども

ただ単にここでは中安、突然ここ、今までは合理式でずっとしよったのに。そういうアレを

ちゃんと明確にされたほうがいいんじゃないかと思うんですね。それを、ちょっと言いたい

んです。
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○事務局

○○委員からご指摘のとおり、従前の治水計画がこの中安の総合単位図法という手法を用

いておりましたので、それを踏襲するという形をしてるのが事実でございます。

それで、今ご覧いただいているページ、途中にちょっと文章がございますけど、各支川の

ピーク流量が同時刻に発生するものとしているので、まあ言えば合理式のような、この流域

内で使っている合理式と同じような、結果論で言ったら手法にはなってございますけども、

ご指摘のとおり従前の計画を踏襲してる、ということでございます。

○委員

大きく違うのは、流出係数ですね。中安には入ってないと思うんですね。

○事務局

はい。

○委員

雨の場合です。やっぱりそのへんがちょっと整合性がとれないところだと思うんですね。

やっぱり小さい流域はもう雨の波型で決まるということで、このごろもう局所的に雨が降り

ますから、やはり合理式でやるのが一番すっきりするんじゃないか、と思うんですけどね。

ご検討ください。細かい話ですけど。

○事務局

はい。

○委員

これからのこともあります、今回は無理でも。

○事務局

はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

この資料ですけどね。問題になっている計画高水流量で２つあるんですよね、これ。これ

は何に対応して。

○事務局

前川と黒谷川と撫養川と２枚ずつ計６枚あるかと思いまして、前川の部分が最初に２枚。

○委員

一番最初が何？

○事務局

前川です。

○委員

前川、はい。

○事務局
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次に黒谷川の部分を２枚。最後に撫養川の部分を２枚。計６枚の資料を付けさせていただ

いておると。

○委員

はい、分かりました。

それで、各川の１枚目で計画規模のところの２行目で、程度の「確立」がレートの「率」

に直してください。

○事務局

はい。

○委員

３部とも全部そうですか。

○事務局

直します、はい。

○委員

それで結局、川によって前２者が合理式であって、撫養川が中安の総合単位図法でやって

ると。

○事務局

はい。

○委員

まあ、古いなあ、という感じはします、３０年くらい古い。

○委員長

しかし、ちっとも合理的でないけど、合理式やいってる。

○委員

合理式も含めて３０年古い。

○委員長

僕が学生時代に中安博士の単位図法の学位論文が出たくらいやな。その時、もう既に合理

式を習ってたよ。

ほかにどうぞ、はい。

○委員

前々回の意見のその後なんですけども、すみません、何回も。動植物の現状の記載方法で

。 、 、 、す 誤りではないんですけれども 植物のところについてですが こっちの原案のほうでは

９ページでございます。それから、第１１回とくしま川づくり委員会前という、この赤い線

が入っているところ、どちらも同じなんですが。

「植物は、流れの速い上流部でツルヨシ群落、中流部から下流部でセイタカアワダチソウ

群落が多くみられ」というところの文章を、少しだけ訂正していただきたいというか、付け

加えていただきたいのは 「流れの速い」というのが必要かどうかは後で検討していただく、

として 「上流部では自然性の高いツルヨシ群落が見られる一方、中流部から下流部では外、
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来種であるセイタカアワダチソウの群落が多くみられる 。」

この２つは、恐らく全然違ったタイプなので、どちらが問題であるかということをより明

確にしておく必要があるかと思います。

以上です。

○事務局

はい。

○委員長

いいですか。

○事務局

はい。修正させていただきます。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

前の委員会の時にちょっと気が付いていたんで。○○委員のように事前にお知らせしてお

、 、 （ ）けばよかったんですが ちょっと細かいんですけども 今日配られている資料の 指定区間

と書いてある資料の２ページ目のところで、そこに航空写真が載ってますが、これ初めての

人が見たらどっちの方向からどっちを見てるかがよく分からないかと思いますので、西から

東を見てるとか、向こうが紀伊水道とか、何か入れてるほうが分かりいいんじゃないかなと

思います。

それから、４ページ目の水利用のところで、３行目に「１７５２年」とありますが、これ

確か宝暦２年じゃなかったかと思いますので、和暦のほうも併記しておいたほうがいいのか

なと。

といいますのは、右のページにいくと、今度は明治で記載されていて、和暦と西暦が混在

している文章になっているので統一を図っていただきたい、と前からお願いしている点です

ね。

○委員長

両方書いてもらうほうがいいですね。西暦と。

○委員

西暦を書いて和暦を書けばいいかな、と思いますが、それは県のほうにお任せしますが。

○委員

やっぱり昭和とか平成とか、どうしても習慣がありますね。

○委員

いずれにしても、同じ報告書の中ですので、そのへんは事務局のほうでチェックしていた

だければと思います。

４ページ目の下のところで、さっきの３行目のところですが 「その後」とありますが、、

例えば、柿原堰ができたのは明治三十何年とか、それから池田ダムだったら昭和５０年です
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か、というふうな年代を入れていただいたほうが、その後といっても１００年以上のスパン

がありますから、ちゃんと年代を入れていただいたほうがいいかなと。

それから、確認なんですが、その一番下のところで 「旧吉野川は上水及び工業用水 、こ、 」

こは修正したんですね。

○事務局

はい、省略いたしました。

○委員

前のほうは、利用されてないので、そんなことはないな、と思って。

○事務局

前は付けておったんですが、今回は、省略いたしました。

○委員

私のほうは、それくらいです。

○委員長

ほかにございませんか。

○委員

はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

３ページの産業活動のところですけどね、圏域内の産業活動を見ると云々といわれていま

、 、 、 、 。して 化学工業 それからレンコン ダイコン等の農業 最後に第三次産業の割合が高いと

非常にすべて曖昧になってしまっているんですよね。だから、第三次産業の割合が高い、こ

れはもうどの地域もみんな同じですね。

だから、むしろそれよりは、こちらの化学工業とか高付加価値の農業というのをアピール

したほうがいいんかな、という感じがするんですね。

県内全部、第三次産業の流れですので、その中の特徴というのが出ていないような感じが

するんですね。

○委員

おっしゃるとおりですね。この地域は化学工業でくくってしまうよりは、例えば、製薬工

業というのはね、化学工業に入っているといえば入っているんですけども、ちょっと特異な

存在ですから。だから、そのあたりもっと具体的にいろいろな分類があると思いますので、

それを幾つかあげられたほうがいい。

それでカンショ、レンコン、ダイコンとか、こっちが詳しくなるよりは、むしろやっぱり

そういう企業の業態を的確に幾つか表したほうが分かりいいと思います。

○委員長

うまいこと対応できますか。
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○事務局

はい、修正いたします。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

徳島空港の存在などは、関係ないんでしょうか。

○事務局

２ページの交通のところで、少しだけ触れさせていただいております。

○委員

はい、分かりました。

○委員

あのあたりだったら製塩、塩をつくるのも昔から伝統で大きいでしょう。化学といえば言

えんことはないけどね。そういう独自のものがありますわね。もともと塩田地帯から発足し

とるわけだし。

それから、いろいろな足袋をつくるような工場だって、そういう衣料関係で物をつくって

いるところが残ってるんじゃないですかね。ちょっと僕もよく知らんですけど。かなり工場

は中国なんかに進出してるのが多いようだけど、基になる事業体があるはずでしょう。繊維

産業的な関連のね、縫製っていうのかな、そんなのもたくさんありますよね。

○委員長

よろしいでしょうか。

はい、どうぞ。

○委員

原案の１６ページなんですが、この一番下の段落に 「工事の実施にあたっては、現況の、

河川特性や河川利用に配慮した整備を行うとともに、○○等貴重な動植物の生息・生育の場

となっていることから」と書いてありますけれども、ここで言う工事を行う改修区間という

のは、次のページの図３－６に載ってる部分で、あと断面をどうするか、という図が後ろに

付いてるんだと思うんですが、この改修する区間というのは、これ平地部分ですよね。

そうしますと、ここに○○をもってくると、○○がこういう平地区間に生息してる、とい

うふうに読めてしまうので、これはちょっと記述が適当でないと思います。

あまり○○というのは、この図３－６の地図でいいますと、山地に生息する種類なので、

直接改修には、ここではかかわってこない。この水系には生息しますけど。

○委員

分かりにくいのは、全体としては○○は上流も含めてそういう貴重種がいるので保全に努

める、という記載と、ここの記載工事箇所で断面を抱えているものが、その場所には該当し

ないという、整合性がない、ということですね。

○委員
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この下流区間では、また別な種類がいますので、ヌマムツとか○○とか。

○事務局

はい。

○委員長

○○を差し替えたほうがいいかな。

○事務局

そうですね。ずっと上流端にいますので。ちょっとそのへんをもう一度、改修区間におり

ます動植物を確認しまして、少し文章のほうを改めたいと思います。

○委員

重要なのは、ここに書いている断面図が本当にその生物にとって、何がターゲットとする

のかが分からない、ということと、恐らくはね。これまだ設計がしっかりできているのでは

ないんだと信じてるんですが、自然とか動植物の生息場所というのを確保ってことを目標に

、 、 、するのであれば 具体的にそこにどういう種がターゲットなのか ということを明確にして

治水と同じようにその効果が計れるように、目標を明確にしておく必要があると思うんです

ね。

○事務局

はい。

○委員

実際に工事にかかる前には調べて、ターゲットを明確にして、その工法が本当にふさわし

いのかどうかというか、詳細設計の際には目標が達成できてるかどうかを評価できる仕組み

をつくっておいたほうがいいと思います。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

素人なんですが、１９ページ目の河川の縦断面図って１ｍごとにすとん、すとんと落ちた

りしますけど、こういう書き方をするんですかね。もっとスムーズな縦断面図を。

○委員長

小さいダムみたいなものが。

○委員

ああ、それがあるためにすとんと落ちるんですか。ということは、こういうところに砂防

とかこういうダムがある、というふうに考えたらいいんですか。

○委員長

地元じゃ帯工と言ってる。

○委員

ちょっと素人には。僕らが普通に書く縦断面図というのは、もっと長距離ですーっとスム

ーズな線で書くんですが。
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○委員長

もっと下流のほうですね。

○委員

何かそういう施設があるんだということが分かると、なおさらいいのかなと。一般の人が

見ても、どうして河川がすとんと落ちるのか、という疑問に思ってしまうかも知れませんの

で、そういうところに帯工が施工されてるんだ、ということが分かるようなマークでも入れ

てもらうと、分かりやすいかなと思います。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

小さいことですけど、１７ページの図３－６の表示が、これだけちょっと右寄りになって

いるんですね。図３－６、図の説明の活字が。真ん中にあるほうがいいと思います。

○委員長

図の説明ですね、はい。改修区間というのが入ってきたので押し出された格好やね。

はい、どうぞ。

○委員

大したことではないんですけど、先ほどのこれからますます自然再生型とか、あるいは近

自然型というのが取り入れられた工法とか事業が進んでいくと思うんですけども、その時の

考え方の基礎となるようなところに関しては、日本生態学会という学会があって、私が所属

している学会ですけども、そこの生態系管理委員会というところが自然再生の在り方とか、

あるいは生態系管理の在り方についての提言をまとめて今、案という状態で多分ホームペー

ジにぶら下がっていると思いますので、ぜひ一読していただいて、参考にしていただければ

と思います。

、 、 、 、ただ それを書いてることは無茶苦茶に理想が高くて ハードルが高いので 全部は実現

僕もつくりながら、これは絶対実現せんよな、と思いながらつくっている面もありますけど

も、理念としては、生態学会として総意としてつくられている意見なので、ぜひ一読いただ

ければありがたいと思います。

○委員長

よろしいですか。あと、ございませんか。

どうぞ。

○委員

すみません。細かいことなんですけど、図の見せ方のところで、例えば、１３ページなん

ですが、右上に改修区間が縦書き、９０度、文字を全部横書きに、ほかの図でもいっぱいあ

ると思うんですけど。修正なさるんかも知れないんですけど、９０度回転する文字は全部横

打ちにしていただきたい。
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それと、１２ページなんですが、河川名が頭ぞろいになってないところがありますが、こ

れは何か意味があるんでしょうか、支川であるとか何か。前川、黒谷川、そしてその下の松

谷川というのは、１文字右側に寄ってるので。

○委員長

図３－１は、改修区間が横書きになってない、ということですか。

○委員

そうですね、１３ページ。

○委員長

製図みたようになってるんやね。

○委員

図の改修区間。Ｌ＝１５０ｍというのが。ほかの図の１４ページでも図の中に縦書きがあ

ります。

○委員長

これは、横書きのほうがいいですね。それから、次は。図３－２ですか、３－４ですか。

○委員

図３－３の断面図ですが、これも数字の表記が０．０が縦打ちになってるので、そんなふ

うに文字が９０度回転してるのがところどころあるところは直していただいたほうが見やす

いな、と思いました。

○委員長

ああ、０．０、見えました。これ製図の習慣なんですね。

○事務局

１２ページの表３－１の中で、松谷川と泉福寺谷川と新池川が１段下がった格好で表記を

しておりますのは、それぞれの支川なんです。

黒谷川に流れ込むのが松谷川、泉福寺谷川というので、分かりやすいかな、というので１

段下げました。

○委員

今の説明でよく分かりました。意味があるということですね、要するに。

○事務局

はい。

○委員長

だからスペースじゃないぞと。黒点でも入れておけばいいね、頭に。

○委員

間の罫線を破線にするとか。同一水系に入るんだ、ということが分かるような表記のほう

がいいですよね。

○委員長

ハイフンを入れる手もあるね。頭にハイフンを入れるとか。
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○委員

もう一度確認しますけど、例えば、黒谷川の次に松谷川と泉福寺谷川、この２本ともが黒

谷川の支川という意味ですか。

○事務局

はい。

○委員

ああ、それでいいんですか。

○事務局

はい。

○委員長

ほかにご意見ないですか。

○委員

いつものことなんですけども、原案の１１ページですね。１１ページの（６）河川環境の

整備と保全に関する事項､というところの１段落目ですけども､「圏域内の河川や河川沿いの

地域は､レッドデータブック記載の貴重種が確認されるなど､多様な動植物の生息・生育の場

となっている。河川整備の実施にあたっては、治水・利水との調和を図り、多様な動植物の

生息・生育環境に十分配慮する」と。

いつもこういう文章は「配慮する」で終わっちゃうんですけれども、もう少し積極的に保

全を図るとか、あるいは、レッドデータブック記載種に関しては、個体群の減少とか、個体

数の減少とか、個体群の劣化が起こらないことを前提に工事を進めるとか、それぐらいの積

極的な姿勢を打ち出していただきたいと思います。

それから、望ましいのは動植物の個体群の減少とか、衰退をもたらさないように積極的に

保全を図るとか、そういった強い文言があったら、かなりこれは書くと厳しい状況に、厳し

いというか、かなり慎重にやらないと無視できなくなりますけども、それくらいの姿勢があ

るのであれば、ぜひ書き込んでいただきたいと思います。

○委員長

どのくらいの文句にする？

○委員

今でもここの工事は近自然型とかっていう積極的な姿勢を見ると、そうしたいという意向

自体は読み取れますので、それをまず意図自体を明確にして、これからはそういうことをど

んどん意図を明確にしていく必要があるんじゃないかと思います。

○委員長

これ何か行政用語があるんかも知れんしね。

○委員

配慮すると。できるだけやるけど、やれなかったらご免ね、っていう意味ですよね。

○委員
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配慮はよく使いますが、言い換えた言葉みたいな気がしますね。

○委員

考えるだけは考える、という用語ですよね、配慮するは。

○委員

考えてないわけじゃないと。

○委員

すみません。

○委員長

時間がないんで、これ最後にします。

○委員

整備計画なんですけども、ここでとっている特に治水関係ですが、外水に対する対応、い

わゆる川の中を流れているものに対する対応ということが記載されているわけなんですけれ

ども、最近の河川関係の浸水災害というのは、外水というよりも、要するに川の中、堤防の

間の水というよりも、内水といわれている居住地区の中の水をどうするんだ、というか、居

住地区の中の水による浸水っていうものが非常に頻繁に起こっているわけですよね。

そのへんのところに対してどういう計画案を持つんだ、というようなところも、この中に

入れてはどうかな、という感じがするんですが。計画の目的には入らないことなんかな。

○事務局

委員がおっしゃるように、この吉野川水系旧吉野川圏域の河川整備計画と申しますのは、

県が管理する川の計画というものでございますので、おっしゃるように県の管理している川

に、さらに流れ込んでくる市が管理している川ですとか、さらに普通河川と呼ばれます河川

法の法律がかぶっていない通常の用水路的な川なんかの部分については、自分のものでない

のに勝手に計画をつくる部分はちょっとできないので、基本的には県が管理する河川の整備

の計画です。

ですから、そういうことについては、この中にもソフト対策みたいなことで、連携をとり

ながらとっていく、とかいうような表現までになろうかと思います。

もちろん、川の氾濫ということでの浸水以外にそういう内水的なことが起こっております

のは十二分に承知しておりますので、そういう対策も必要ではございますけども、基本的に

はそういうことでございます。

○委員

一言いいですか。今のことにからんでねえ、堤防の川に面する内側のほうからえぐれて、

堤防が破壊しているような例がよく見るんですね、大雨が降ったら。海岸にもあるんやけど

ね。

内側があまりちゃんと防御できてない川というのは、川に面するほうはきっちりできてま

すがね。ところが、陸地のほうはしてないでしょう。だから、水が内側からきた時に、極め

て弱くて壊れているのをちょいちょい見かけるんですけどね。園瀬川のところも内側から水
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が吹いた、やいうことがあったようですけども、内側から壊れることに対する配慮というの

はしてるんですか。

大体、川のほうに面してはしっかりやってると、どこでも。しかし、内側から洗われたら

弱いな、というようなことがありますけど、そういう配慮は今のところないんですか。

○委員長

表ですら余りやってないね。

○事務局

委員長がおっしゃるとおりで、川の前面といいますか、水が流れるところは護岸と申しま

して、流水に洗われたりすることに対して防御するコンクリートとか石積みとかで保護をし

ております。

ただ、その裏側というのは、土で造るというのが原則でございまして、それで基本的には

保護をしておりませんというか、芝で保護をしているとか、そういうことでございます。

、 、 、それで 昨年には福井県なんかで堤防が決壊したりとか というようなことがありまして

県が管理している中小河川についてもそういう堤防の質的な強化といいますか、そういうこ

との点検とかいうようなことをしなさいよ、ということで国のほうからガイドラインのよう

なものができまして、これからそういう個々の今できてる堤防の安全性についても調査とか

を検討して、必要があったら補強していく、というような状況に変わりつつあります。

○委員

すみません。河川というのは、やっぱり上流から下流までいって、たまたま管轄が市町村

だったり、県であったり、国であったりするわけで、ここは旧吉野川は国の管轄ですよね。

県が今、先行してこういうものをつくろうとしていると、さっきのお話でしたが、できま

したらやっぱり国の管轄でも、この県の整備をするためにそういう必要なもの、必要な工事

とか、そういったことがあれば要望できるような形。それから、市町村のほうにもこういう

要請を出して、一体となった整備になっていかないと、県のところだけで洪水がなかったか

らよかったです、ということにはならないと思うんです。

本来、そういう河川整備をやりなさい、というのが新河川法の趣旨でもあるかと思います

ので、そういった国のほうにも、自治体のほうにも方向、方針が出せて、連携してできるよ

うな形を強くお願いしたいな、ということを言わせていただきます。

○委員長

河川行政って、縦割りはうまくいっとんですよ。

○委員

私も同じ意見なんですが、先ほどのアンケートの問いかけに対しても連携を強めていくと

か、そういうことを書いてありますけども、それも実際にはどういうふうに、だれがイニシ

アティブをとるかっていうことも大事なことなので、今の国とあるいは各市町村、ほかの自

治体との関係もありますし、おそらく農水とか、別の部局との連関というもの、環境面に関

しては特に重要になってくると思うんですね。
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それをみんなが連携をとります、といっても、だれかがやるだろうっていう、ちょっと置

いてるようなところがありますので、それが河川とかがイニシアティブをとって連携を図る

ような呼び掛けをしていくとか、そういう庁内の動きというのを強めるということが、明確

にされていって、実際にこういうふうにやってます、ということが、そちらから話が出てく

るようになることを強く望みたいと思います。よろしくお願いします。

○委員長

私もそういうイニシアティブを、というような言いたいことはいっぱいあるんですが、委

。 。員長なので言えんのですよ 終わったら言いたいことがあるので言おうと思ってるんですが

ご協力ください。

、 、 。 、 、じゃあ 今日たくさんご意見出ましたが 修正意見もありました これを検討 修正して

以後の事務手続きを進めてください、ということと、これ大きな訂正がなかったということ

ですね。以後の事務手続きを進めてください。

今の直轄河川である旧吉野川ですね、そこに県管理が入ってるんです。何を言いたいかと

いうと、吉野川の第十堰の近くは水質がＡとかＡＡなんですね。

それが旧吉野川、第十樋門を入った途端にぐっと悪くなるんです。その犯人は、県管理の

支川ですね、旧吉野川に入ってくる、これですね。

そういう汚れきった旧吉野川から北島町、鳴門市、松茂町、自衛隊が水道水を取っており

ます。

一方、今の旧吉野川に入っている支川ですね、これは板東谷川とかいっぱいありますが、

そこへいろんな建設廃材が捨てられております、山にですね。それとか牛のふんとか鶏のふ

ん、豚のふんとか、旧吉野川を調べますと大腸菌とかＰＨがちょっとおかしいとか、塩水が

わいて出てるなとかがあるんですね。

これ、どこへ言ったらいいのか。市町村合併ができないんだから、東部消防組合ですか、

のように水道のほうの広域行政組合をつくって。○○先生にいつもおどかされるんですが、

飲んでたら危ないぞと。今度は水道のほうの広域行政組合をつくりたいなと、提言したいな

と思ってるんですが、範囲が広くてどうしようもない、ということです。

大体お分かりですね。河川課長がどうしようとしても、たくさん範囲があって駄目だ、と

いうところですね。

○委員

これ、非常に重要なことですからね。ものすごく水質は悪化していますから。北島町なん

て深刻に受け取らないかんですね。

○委員長

じゃあ、その他ということで 「防災・減災対策の強化に向けた提言」について、という、

ところですね。前回、各委員さんから提案がありました防災・減災対策の強化について議論

したいと思います。

○○委員さんから趣旨説明をお願いいたします。
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○委員

簡単に説明させていただきます。

その場の雰囲気を忘れたんですけども、どうも私が何か提言をしたほうがいい、というよ

うなことを強く主張したらしくって、そこで叩き台をつくらせていただきました。

内容は、前文とポイントの指摘という提案項目に分かれております。

前文では、大変な本年度、被害を、水害が発生したわけなんですけども、それについて実

際それを軽減する、あるいは防止するためにはハード、いわゆる施設面の整備が重要なんで

すけども、これはなかなか一朝一夕にいくものではないので、それと並行して、いわゆる危

機管理体制というんですか、情報だとか人の活動とか、そういったようなものの対策。これ

をこれまで以上にしっかりとすべきだ、ということを改めて指摘するという。これでもって

提言にしたい、ということで、記の下に４項目書いております。

改めて読むことはいたしませんが、災害が起こりそうな時に、当然、県あるいは市町村自

治体としましては、何らかの防災・減災活動をするわけなんですけども、その際には、やは

り先を読みながら、いわゆるどんな水害になりそうなんだ、ということの予測というものを

しっかりとした上で、それなりの戦略というものを立て、そして、その指示、あるいは活動

というものを実現、実践すべきである、というような、こういう趣旨からリアルタイムでの

災害予測ということを提案させていただきました。

２番目は、これは、いろんな情報とかの伝達、災害を受けそうな方面への予めの予知とい

うんですか、事前連絡ということなんですが、なかなかこれが、例えば、ファックスでつく

って送るだとか、いろいろなそういうあまりスムーズでないといいますか、効率的でないと

いう伝達体制じゃないかなと。

電話をかけるとかいうようなことで、出なかったらどうするのっていうようなところもあ

ったりします。

そのへんのところは、例えば、オートマチックに今、徳島の気象台なんていうのは、土砂

災害情報なんていうのは、それの認知をすればオートマチックにファックスのほうのスイッ

チが入るとかいうような、そういうような状況がありますので、そんなところをやはり整備

していくべきではないか、ということです。

３番目と４番目は、かつてから自主防災だとか、あるいは避難所の整備というようなこと

、 、が言われておりますけども ここでかつてからこういうことは言われていたんだけども結局

起こってしまうじゃないかと。

そのへんでもう一度、その重要性を指摘させていただいたと。そういう４項目でございま

す。

以上です。

○委員長

これは、とくしま川づくり委員会からの提言という形になります。ということで、何かご

意見がございましたら。フリーで言ってください。
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○委員

追加してほしいんです。非常にいいことだと思います。具体的には１番のところなんです

けども、やっぱり河川災害の関連の基礎情報、基礎となる情報というのは、河川の水位だと

思うんですね。

、 、 、 、ですから 今 私も去年の災害で初めて何ヵ所か水位計が入ってて リアルでその情報が

知ってる人は知ってると思ったんでしょうが、ほとんどの人は知らないと思うんで、まず、

主な河川地点に水位計を整備、増設し、というようなことを河川災害関連情報の前に、そう

いう言葉を、水系という具体的なヤツを入れていただきたい、と思うわけです。

なぜこれを強調したいかというと、この川づくり委員会の基礎となる計画高水、あれは流

量なんですね。ところが、県管理の河川は流量データが皆無に近い。それで仕方なく三十数

年前からの合理式とか、ラショナル式とかの方法を使わざるを得ないものです。

今は流出解析はものすごく進んでいるわけで、進んでるんですけども、基礎となる流量デ

ータ、水位データがほとんどないということが、これがそういう実際に使われてないという

基になってるわけですね。

現在の一級河川は、国はもう全部、水位、流量、主なところは計っています。未だに、徳

島県だけじゃなくて、全国ほとんどの県関係の河川は、少ないけども水位はかなり整備され

てる、というのを初めて知ったわけです。

で、これを最近の、私どもが開発した流出解析とひっつければ水位、流量曲線に簡単に置

き換えられるんで、これがこれからの防災の情報に非常に役立つ。基本高水の決定にものす

ごく役立つと思うんですね。

いま、計画高水で流出係数という非常に曖昧なものでエイヤとばかりやっつけてますけど

、 、も 次回の計画高水に多分こういう水位のデータが生かされるようになってくると思うんで

そういう非常に基礎的な水位計をこの際、整備していただきたいと強く思うわけです。

○委員

私もちょっと追加していただければな、というか、もしかしたらもう既に入ってるといえ

ば入ってるんですけども。

私が勤務する文化の森は、園瀬川のところなんですけれども、昨年、園瀬橋から大木にか

けてとか、もっとその先の下町、一宮の付近が浸水したわけなんですけれども、そういうど

こからどこまでが浸水して通行止めになってるのか、という情報が一般の方って知りようが

ないんですね。

ラジオにかじりついてれば出ることがあるんですけれども、やはりそうじゃなくて、情報

はあるわけですから、それをホームページなりでリアルタイムで知ることによって、水から

危険を回避できるようなシステムというのをつくっていただきたいんです。

ここでリアルタイムで予測っていうことですから、予測を収集するわけですよね。この中

に入ってる、読むこともできるんですけども、そういう情報発信というところをもっと強化

していただきたい、と思います。
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○委員

今のところに関連して。情報発信するのは多分、携帯電話とかそういうので地図データに

合わせてどんどんどんどん入力していけばできる。今、システム的にはかなり可能になって

きてますが、県が取り組めばすぐできるんじゃないかな、という期待もありますね。

それともう１つ。新聞でこの間見たんですが、政府のほうで中小河川についてはハザード

マップみたいなものをつくるような義務づけが何かされてくる、というお話だったと思うん

ですが、それはこれから。もしかそういうことになれば、こういう整備計画の中にそういっ

たものを盛り込んでいかないといけないのではないかと思うんです。そのへん、いかがです

か。

○課長

今回の国の１７年度予算、これにおきまして市町村がつくるハザードマップの製作につい

て国、県が補助を行うということでございますので、その河川につきまして今、私どもが警

戒水位の情報を与えているのが１７河川ございます。

その１７河川において、今後５ヵ年の間に出水予測図をつくって、市町村のハザードマッ

プ作製の資料としていただきたい、このように考えております。

○委員

ハザードマップとかＧＩＳを使って、例えば、デムデータですね。今、まあ１ｍとか２ｍ

なんかですが、国土交通省のほう、まあ国土地理院のほうで今、３０ｃｍとかそういうデム

データを構築し始めていますので、それができればかなり有効なハザードマップができると

思うんです。

やっぱり、県のほうもそういったかなり有効に使えるもの、それをつくっていかないとな

かなか正確な情報が伝わらないと思うんです。○○先生が取り組まれている地域の防災マッ

プですね、そういったものと組み合わせていかないと、せっかく有効なそういう整備計画が

あるのであれば、こういった河川整備計画の中に整備を進めていく、というふうな文言がど

っかに入っていたほうが今後いいのかな、という気は若干しております。

○委員

よろしいですか。今のを明確にすればいいと思うんですけども。１番は、防災・減災活動

の効率化に資するため、主な河川に水位計を設置し、河川災害関連情報をリアルタイムでき

め細かく収集でき、これに基づいて災害予測を行うことができるシステムを構築、整備する

こと。という感じがいいのかな、と思いました。

よろしいですか、今ので。私の、皆さんの意見を聞いていての案ですけども、もう１回言

いましょうか。

防災・減災活動の効率化に資するため、主な河川に水位計を設置し、河川災害関連情報を

リアルタイムで、きめ細かく収集でき、これに基づいて災害予測を行うことができるシステ

ムを構築、整備すること。

２番が、河川情報や災害予測の結果が、速やかに県民や関係市町村に周知されるよう、情
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報伝達のためのシステム体制を整備・充実させること。

聞いてますと、システムというのは割合ハード的な、機械的なもので、体制というのは組

織的な、ということを指しているようです。

３番目が、地域の防災力を向上させるため、河川管理者、市町村の関係部署および地域自

主防災組織の間の連携体制を強化すること。

恐らくは、先ほどの意味もありましたが、そのための積極的な働き掛けを行うこと。とい

うようなことを書いたほうが、委員会としてはいいのかな、と思いました。

４番は、そのままです。皆さんの意見を聞きながら、私の感想です。

○委員長

これ４番は、市町村レベルですね。

○委員

実際は市町村レベルなんですけども、なかなか市町村というのは、県のほうから強く働き

掛けないとできないので、その働き掛けをする、ということが重要だと思います。

○委員

ハザードマップだと市町村では多分、なかなか構築できにくいじゃないですか。やっぱり

県が指導していかないと、なかなかシステムだとかは難しい。

○委員

基本は流域だと思うんですけど。それを流域レベルで考えて市町村レベルにブレークダウ

ンした、もっとその人たちに役立つような形で市町村が配布すると。そうしないとつくれな

いんじゃないんでしょうか。

○委員

これ、非常に重要なところですね。やっぱり県の強力な指導のもとにやらんと、なかなか

作製でも遅れ気味でしょう、多分。

○委員

それとか、自主防災活動っていっても、彼らはじゃあ何をすればいいの、っていうことが

よく分からないですね。だから活動のカリキュラムとかね、いうようなものを県のほうで少

しひな型的なものをつくって、それを市町村とか、地域の自主防災活動のほうに積極的にア

ピール、宣伝していくというような、そんなことがあれば理想的ですわね。

○委員長

これは、県に対する提言書？

○委員

のつもりで書きました。しっかりやってくださいと。

○委員長

４はちょっと無理だよ、そういう意味では。

○委員

充実できるよう、積極的に働き掛けること、ということなんでしょうね。
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○委員

一応、内容的にこれでいいんじゃないですか。そこまで細かく考えて遠慮してたらしよう

がない。

○委員

実際にこれを受けてどうするか。実際には、これすぐ動けるというわけじゃないと思いま

すので。例えば、○○先生が率いる研究会をつくってもらうとか、そんなことでもよろしい

んじゃないでしょうか。

○委員長

じゃあ、いろいろご意見が出ましたけれども、これを取りまとめまして、ちゃんと文章に

しまして、それをとくしま川づくり委員会から知事への提言にしたいと思います。宛先不明

じゃ困るので。

じゃあ、事務局からほかに報告することあるでしょうか。

○事務局

ありません。

○委員長

じゃあ、今日はこれで議事は無事終了しました。あと事務局、お願いします。

○司会

どうも長時間のご討議ありがとうございました。今日各委員様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。

まず、第１点目の福井川の河川整備計画については、これから事務手続きとして市の意見

聴取とか、国への合意の申請だとかいう事務手続きがございますので、それを進めさせてい

ただきたいと思います。

それから、旧吉野川圏域の河川整備計画については、今日案が取りまとまりましたので、

次の段階であります、これから住民の意見をお伺いする、という手続きの準備を進めさせて

いただきたいと思います。

ほかに会全体について、何かご質問とかはございませんでしょうか。

○各委員

ありません。

○司会

それでは、どうもありがとうございました。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お忙しい中、長時間のご審議、誠にありがとうございました。

そしてまた、防災・減災対策の強化に向けた提言をいただきました。我々といたしまして

は、いただきました提言内容を十分に認識はしているところでございます。この提言内容に

つきまして、できる限り実施できますよう全力を尽くす所存でございます。

本日は、誠にありがとうございました。
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○司会

、 。それでは これで第１２回とくしま川づくり委員会を閉会させていただきたいと思います

本当にありがとうございました。


