
- 1 -

第１３回 とくしま川づくり委員会

議 事 録

平成１７年６月９日

徳 島 県

第13回とくしま川づくり委員会



- 2 -

○司会

皆さん、おはようございます。定刻となりましたので、ただ今から第１３回と

くしま川づくり委員会を開催いたします。

議事に入ります前に、本日の会議の資料を確認させていただきます。

まず、事前にお送りしております資料が４種類ございます。

正法寺川・前川に関するアンケートの資料。

撫養川・新池川に関するアンケートの資料。

黒谷川・松谷川・泉福寺谷川に関するアンケートの資料。

そして奥潟川水系の河川整備基本方針（案 。）

以上４種類を事前にお送りさせていただいております。お持ちでしょうか。

それと、本日配布させていただいております資料を机の上に置かさせていただ

いております。

１つが、本日の会議次第。

それと、配席図。

それと、旧吉野川圏域河川整備計画の自由意見を集計した資料。

それと、奥潟川水系の河川整備基本方針（案）の説明資料。

以上の４種類の資料を、机の上に置かせていただいております。ご確認くださ

い。よろしいでしょうか。

それでは、まず最初に河川課長から開会のご挨拶を申し上げます。

○事務局

おはようございます。４月１日から河川課長をやっております○○でございま

す。

委員の皆様方のこの顔触れを見ますと、何か総合計画を作るような、すばらし

い委員のメンバーの方々、１秒１秒が非常にお忙しい方ばかりだと私、思ってお

ります。

そんな大変お忙しいところを私どもの川づくり委員会にご出席いただきまし

て、本当にありがとうございます。

昨年度は、ご承知のとおり日本列島に１０個の台風がやってまいりました。過

去最高でございます。それで、２６６名という方々の尊い命が日本全国で、その

台風によって失われました。

今年もその台風がいつやってくるかも分からないという中で、我々河川行政に

携わる部局の者としては、ハード整備、いわゆる堤防を造ったり、川幅を広げた

り、ポンプ場を造ったりするハード整備と、それと、水位だとか、避難だとか、

いわゆるソフト整備を総合的にうまくミックスして人命、資産を守っていかなけ

ればならない使命を負っております。

そんな中で、ハード整備をすぐに進めるといっても、本日ご案内のいわゆる河
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川整備の基本方針、それから、基本整備計画を作らないと、すぐに堤防を広げて

くれ、という地元の要望があっても、そういうふうな手続きを踏まなければハー

ド整備ができない、という状況にあります。

ご承知のとおり、明治２９年に一番最初の法律として河川法ができました。河

川法の成立について、９がいつも付くんですけど、昭和３９年に新しい河川法が

できまして、明治２９年の治水一辺倒の河川法から利水を加えた河川法へと様変

わりした。

そんな中で、平成９年に一番新しい、今現在の河川法ができておりまして、そ

、 。の中には環境ということが盛り込まれて 新たな河川法ができたわけであります

その治水、利水、環境をうまくミックスして、より良い川づくりをしていくた

めに、我々事務局はいろんな資料を作りまして、皆様方に提示してご審議いただ

、 、 、き それで徳島県のより良い川づくりができたらいいな と思っておりますので

本日は忌憚のない意見をよろしくお願いしたいと思っております。

以上でございます。

○司会

それでは、早速ではございますけれども、議事に入らせていただきます。

ここからは委員長に進行をお願いいたします。委員長、お願いいたします。

○委員長

じゃあ最初の議事（１）の旧吉野川圏域河川整備計画（案）アンケート結果、

これから入ります。

まず、事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局

それでは、議事（１）の吉野川水系旧吉野川圏域河川整備計画のアンケート結

果について、ご報告させていただきます。

まず、旧吉野川圏域河川整備計画に関係住民の方々の意見を反映させる手段と

しましては、昨年実施しました福井川と同様に、整備計画の概要版パンフレット

、 。を作り 整備計画の内容を反映した形のアンケート調査による手段で行いました

前回の２月７日の第１２回川づくり委員会で福井川の川づくりのアンケート結

果についてご報告したところ、流域にとらわれないで、もっと広い範囲でアンケ

ートを実施してみてはどうか、ですとか、整備計画原案を作る前に一度アンケー

ト調査を行い、その結果を基に原案を作り、再度アンケート調査を実施してみる

のはどうか、ですとか、行政の一方的な質問内容になっていますので、もっと地

元の人から意見がでてくるようなアンケートを取ってみてはおもしろいのではな

いのか。

また、アンケートの回答者が６０歳以上に片寄り過ぎていますので、学校に配

って若い年齢層から意見が聞けるようにしてはどうか、等のご意見をいただきま
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した。

それで、今回の旧吉野川圏域では、まず、圏域内の人口が約２０万人、圏域の

面積も２６０ｋ㎡と非常に広範囲になるため、福井川のように全世帯に配布する

ことは困難ですので、まずアンケートの調査対象といたしましては、整備計画の

対象河川である正法寺川と前川、撫養川と新池川、黒谷川と松谷川と泉福寺谷川

の３河川の流域の方々を対象とし、流域の人口から無作為に抽出を行う標本調査

で行いました。

標本数につきましては、単純無作為抽出法の公式から標本数を決め、正法寺川

と前川では、流域内の１５歳以上人口２万０，１９６人に対して、１，９５０人

の方に。

撫養川と新池川では、流域内の１５歳以上人口２万６，６８６人に対して１，

。 、 ，９６０人の方に 黒谷川と松谷川と泉福寺谷川では 流域内の１５歳以上人口４

８７１人に対して１，７９０人の方にアンケートを配布いたしました。

また、前回の委員会のご意見を受け、正法寺川と前川につきましては、アドプ

ト事業として草刈り活動等を行ってくれております藍住中学校や、正法寺川を考

える会の方にもアンケートをお配りして、回答をいただいております。

また、アンケートの中身といいますか、内容の修正につきましては、前回の福

井川とほぼ同じような内容になっておりまして、川の良いところ、悪いところを

もっと聞いてはどうか、ですとか、川の関心度を聞くような質問内容にしてはど

うですか、との意見もいただいたのですが、今回は反映できておりません。今後

のアンケート調査の課題と考えております。

以上のような考えのもとで、旧吉野川圏域でアンケート調査を実施いたしまし

た。

平成１７年の２月１４日から２月２５日の１２日間でアンケート調査を実施い

、 、 。たしまして ３月２５日１３時までに回収できたものを今回 集計しております

回答率といたしましては、正法寺川で約２５％、撫養川で３３％、黒谷川で２

７％。前回、福井川では３４％の方に回答をいただいたんですが、それと比べま

しても、それほど変わらない、昨年の浸水被害によりまして、川に関して高い関

心を持っていただいておるものと思っております。

次に、アンケート集計の結果を見ていきますと、１．アンケートの集計結果で

すが、正法寺川では藍住中学校に配布したこともありますので、１０代の方の回

答が他の河川に比べて多くなっております。

また、撫養川や新池川のアンケートでは、女性や主婦の方から多く回答をいた

だく結果になっております。

また、黒谷川のアンケートにつきましては、上流が急勾配になっていることも

あり、上流の方から多く回答していただいた、というような属性になっておりま
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す。

次に、２の川づくりについての優先順位の問いにつきましては、３河川とも①

、 、の洪水に対して安心できる川づくり を優先的にという意見も多かったのですが

③の水がきれいで魚や鳥などが住みやすい川づくり、を１位に挙げる方が多くい

まして、旧吉野川圏域では、環境面が河川に占める割合が高い、ということが伺

えます。

次に、３の治水についてですが、正法寺川につきましては、改修計画が終わっ

ておりますので、ハード対策とソフト対策の質問について、１つにまとめており

ますが、川幅を広げるのではなくて、壊れにくい堤防に補強してほしい、という

ような意見が多く見られました。

また、ソフト対策につきましては、３河川とも情報を素早く流す体制をしっか

りつくるということで、防災に対する情報の提供というのを、しっかり作ってい

かなければいけない、というように思っております。

次に、４の利水についてでありますが、利水につきましては、ほぼ３河川とも

同様の結果となっておりまして、川の生き物が住みやすい程度の量を流してほし

い、ですとか、適切な利用を行うためには水量などを継続的な調査を行ってほし

い、というような回答を多くいただいております。

５の環境につきましては、まず、正法寺川と前川の川づくりに関するアンケー

、 、 、トで 正法寺川は水質改善事業を行っておりますので １つ質問を増やしまして

水質を改善するためには、どのような対策が必要ですか、ということを聞きまし

た。

その中では、河床の汚泥を取り除いてほしい、ですとか、浄化施設を設置して

ほしい、というような回答をいただいております。

次の、川の自然や空間についてのご意見につきましては、ほぼ同じような回答

をいただいておりまして、魚や鳥などの生き物や植物が多い川になるようなこと

、 、 、を望んでおられ また 人々の憩いの場となる散歩道やベンチを設置してほしい

というような回答をいただきました。

次に、６の維持・管理、皆様との連携についてですが、まず、黒谷川につきま

しては、洪水の流れを阻害する草木を取り除くというような回答を最も多くいた

だきました。

また、市街地の中にあります正法寺川や撫養川につきましては、ごみ拾いなど

の清掃活動を行うことが大切だ、というような回答を多くいただきまして、同じ

旧吉野川圏域の河川でありますが、街中を流れる河川と、少し山間部を流れる河

川では、やはり地元の方の受け止め方が違う、というようなところが伺える結果

となりました。

次に、私どもが最も期待しておりました自由意見のほうについて説明させてい
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ただきますと、自由意見につきましても、前回の福井川と同様に、多くの方から

ご意見、ご要望をいただきました。

、 、整理の方法といたしましては 自由意見の中にキーワードを設定いたしまして

治水、利水、環境、維持・管理、その他に分類し、整備計画原案の記述内容と県

の考え方というふうにまとめさせていただいております。

自由意見につきましては、多数いただきましたので、ここでは説明を省略させ

ていただきまして、本日お配りしました旧吉野川圏域河川整備計画自由意見集計

結果というのを見ていただければと思います。

まず、アンケートの自由意見率ですが、３河川ともアンケート調査の回答をい

ただいた方の中から６０％を超えて何らかの記述をしていただきました。

その中で、黒谷川・松谷川・泉福寺谷川につきましては、治水に関することが

１４８と最も多く、特に河床掘削、上流から流れてきた土砂が川の中にたまって

おり、その土砂を取り除いてほしい、とか、その土砂に蓄積しました草木を取り

除いてほしい、というような意見を、６２ほどいただいております。

また、環境面につきましては､正法寺川・前川では､水質に関する自由意見を７

３ほど、撫養川・新池川につきましては、水質に関する自由意見を７７いただく

ような結果となりまして、市街地の河川につきましては、水質のことを危惧され

ている方が非常に多い、というような結果になっております。

、 、 、また 維持・管理につきましても 非常に多くの自由意見がありまして２５％

約４分の１の方からご意見をいただいております。その中でも、ごみとか清掃活

動をしっかりやってほしい、ですとか、河川愛護活動を河川課が率先してやるよ

うになっていってほしい、というようなご意見をいただいております。

県といたしましては、貴重なご意見をいただいたと思っております。また、こ

の自由意見を受けまして、基本的な事項につきましては、前回、前々回で見てい

ただきました旧吉野川圏域河川整備計画の中で、ほぼ対応が可能と思っておりま

すが、この自由意見を関係機関にお渡ししまして、こういう自由意見をいただい

た、ということを伝えてまいりたい、と思っております。

また、今後、この自由意見を県のホームページ等に掲載いたしまして、また、

この反響を地元の方からいただきたいと思っております。

旧吉野川圏域で行いましたアンケート結果については、以上でございます。

○委員長

ありがとうございました。

今、アンケートの報告がありましたけれど、これにつきましてご意見ございま

したらご発言をお願いいたします。

どなたからでも結構ですので。

じゃあ、時間つなぎに私からちょっと言います。このアンケートした時は、川
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に対する知識とか関心とは無関係にやったわけですね。

○事務局

はい。

○委員長

そうすると、第１回はこれでいいんですが、アンケートやった場合に、もとも

とアンケート受ける側が情報がたくさん入ってないと難しいですよ、答えようが

あまりないので。だから情報と知識の共有というのは、これからずーっとやって

いかなきゃいかんのですよね。

例えば、アンケートする側にも堤防がないから早く堤防を造ってほしい、とい

うのは、書くところがないですわね。堤防がないところがありますよね、まだ。

そういうのが抜けておりますね。

だから、川を工事する時には、やっぱり住民の情報と知識をお互いに共有しま

しょう、ということで、我々でも同じです。スイスでやってるみたいに、河川技

術者と生態系の学者と景観の人、３人が一緒に合議してやっていくという。情報

と知識との共有ということなんですが、キーワードは対決とか対立というのは、

考えようによっては協力し合うチャンスになる、ということなんですね。

今のは別にどうしろ、ということじゃなくて、これが金科玉条じゃなくて、こ

れからずーっとアウフヘーベンしていきましょう、ということなんですね、とい

うことだと思います。

それと、○○さんね、説明する時、これを見てくださいと、ちゃんと言ってく

ださいよ。

○事務局

はい。

○委員

いいでしょうか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

このアンケート結果をホームページとか、いろいろな業者とか住民に流す、そ

の反応として、このアンケートに答えてない人の意見とか感想とか、そういうの

がまた出てくるんじゃないかと思うんですね。

それを追加していけば、これが一歩進むような気がするんですけども、そうい

う計画はないんでしょうか。

○事務局

今回、私ども無作為抽出で行いましたもので、どの方から回答いただいて、ど

の方から回答をいただいてない、というのまでは分かり切れてないんですが、必
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ずアンケートを実施したら電話をいただいて、少し反響がありますので、公表す

ることによって、また反響があります。この反響を残していきたい、とは思って

おります。

○委員

、 、 、上流の黒谷川とか そういう方は土砂の取り除き そういうのをしてほしいと

それはもっともだと思うんですね。

○事務局

はい。

○委員

吉野川河口は、砂がどんどん堆積してきている、というのが毎日通っている中

で分かるんですよ。アンケートには答えてないんですけれども、それは関連した

ような意見としてこの河口の砂とか、その堆積で水があふれるというか、大きな

洪水の時などは、底が浅くなっている分、今までにない何か影響が出るんじゃな

いかっていうようなことも危惧されますので、関連して発生してくるであろうこ

となどを予測する場合は、アンケートに答えてない、答えられてない人の意見も

集約しておいたら、全体でトータルのプランというか、将来に向けてのモデルに

なっていくようになると思いますので、これを実行していく際に、そういうのも

加味していく。

このアンケートだけじゃない、という方針があったらいいんじゃないか、と思

われます。

○事務局

はい、分かりました。

○委員

よろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

これまでの経緯を踏まえて、かなり良くなっていますね。この調査自体は非常

に良くできてるかな、というふうに思っております。感想としてですね。

一応、周知もして、その上でアンケートをやっているわけですね。ですから、

、 、答える側の人もかなり真摯に答えているようですし かなり自由記述も多いので

ある程度の成果は出てきてるのかなあ、という気はいたします。

それで、ちょっと欲を言えば、アンケートの集計がすべて単純集計ですね。例

えば、クロス集計ですとか、相関分析していけば、例えば、そういった生態系な

、 、んかに関心を持ってる人が どういうような川づくりを望んでいるかというのは

分析しようと思えばできるわけですから、ちょっと一歩そこまで踏み込めば、そ
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こに住んでいる人たちが川に対してどういう思いを持ってる人が、どういう川づ

くりをしてほしいか、っていうことが多分、そういう形が出てくると思います。

まあ、今後、そういった分析もお願いできるのかな、とちょっと思います。

○事務局

はい。前回の福井川についても、まだちょっとクロス集計までできておりませ

んので、福井川も含めまして今後、クロス集計のほうに持っていきたいと思って

おります。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

前回の委員会でどんな話をしたか、よく覚えてないんですけれども、アンケー

ト調査って難しいものだと思うんですね。

この内容を見ても、どういうふうに選択していくか、というのは与えられたほ

うからも選択の余地がないような設問になっていると思いますし、それはそれと

して、いろんな人から意見を聞けるということはいいと思うんですが、例えば、

正法寺川なんかでしたら、正法寺川を考える会、すごくしっかりした活動をなさ

っているところがあるので、そこからしっかりした意見聴取をする、ということ

も必要と思いますし、意見聴取を通してこれからどういうふうに共働していける

のか、っていうことを考える場づくりですね。場づくりをその計画の中に含まれ

ていったらいいんじゃないかな、と思うんです。

それぞれの河川の中で正法寺川を考える会のようにしっかりしたところもある

、 、 、し まだできてないところがあるかも知れませんし それをこれから計画の中で

共働というのは必ず文言として入ってくると思いますので、それをどう進めてい

くか、っていうことをアンケートとか、あるいはヒアリングの場を利用しながら

将来につなげていく、っていうビジョンをもって活動なさったらいいかと思いま

した。

それで、もう１つは○○先生がおっしゃっていたようなことで、集計の仕方と

、 、 、 、いうか 説明の仕方が 治水がまず優先にくるべきだ という事務局の考えとか

意図が少し見え見えな感じがして、最初に法律改正があって３つが並列になった

、 、 、んだ ということがあるんだから 住民の方が環境に対してはどう考えているか

ということをしっかり踏まえて、優先順位が低くても、それは河川計画の中で同

じようにやっていかなければならないことなんで、後に置いとく、というんじゃ

なくて、どういうふうに並行して進めるか、ということが計画の中に盛り込まれ

ていくべきだと思います。

むしろ、そういうことが集約できるようなアンケートとか、そういう意図を持

ったアンケートをしっかりとしていただきたい、という感じがします。
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○事務局

はい。アンケートの質問を記述する際に難しいところがありまして、今回は河

川整備計画案の文言をできるだけ使うような形にいたしましたが、今後、○○先

生の意見等を取り入れた形で総合的なものにしていくよう努力してまいります。

また、その時のアドバイス等をお願いできたらと思いますので、よろしくお願

いいたします。

○委員長

どうぞ。

○委員

アンケートというのは、住民の意向を知るという意味で、大きな意味があると

思うんですね。それで、いろんな統計的な数値が出ておりますが、自由意見とい

うところをちょっと見ますと、非常に示唆に富むというか、なるほどと思うとこ

ろがあったんですが、それはどういうことかと言うと、県の職員が現地の状況を

どれぐらい把握しているか、調査をどれぐらいよくしているか、というのを気に

しているような自由意見があるんですね。

だから、県庁の中でいろいろ案を立てるよりも、もっともっと現地を詳しく知

った上で云々ということが書いてありますね。

○事務局

はい。

○委員

だから、そのあたり県がどれぐらい現地調査をした上で、いろいろ立案してる

か、というふうな情報もアンケートに提供した上で、アンケートの中へそういう

、 、こともこれぐらいやってますよと 机上の空論を作っているわけじゃないんだよ

というふうなことも書いた上で、いろいろな項目のアンケートを取ったほうがい

いと思うんですね。

何か多少、現場を見もせずに、こういうのをやっとんか、というふうな住民の

意向が一部にあるような気がしますので、現地、現場をよく知るということから

、 、始めるということで １つのほうでこのアンケートの結果で住民の意向がどうか

というのは出てきますし、その上で実際計画を立てる県の人が現状を的確に把握

しているかどうか、ということですね。

かなりやっておられると思うんだけども、住民にそのあたりが通じてない面が

あるかも分からんし、現地の人から言えばもっともっとよく現地のことを知った

上で計画を立ててほしい、という気持ちがあるかも分からんし。だから、そのあ

たりが自由意見の中の一部にあったように思いますので、今後のアンケート作り

には、アンケートを取るに当たっての前提として、県はこの程度のことをやって

計画を立てとんですよ、ということをまず知らせた上でやられたほうがいいんじ
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ゃないかな、とそんなことを思いました。

○事務局

はい。河川課としまして、できるだけ現地のことを詳しく知ろうという努力は

しておるんですが、なかなか現場に行けないというところもございます。

それで、また地元の方は、自分のエリアは詳しいですけど、違うところになる

、 、と余り詳しくないというようなところもございますので 総合的にといいますか

、 、全体を把握した上で ある一部の人の意見が通るような河川整備計画ではなくて

トータルに意見が反映できるようなものと考えた場合に、アンケートも１つの手

段ですし、また広聴会等を行うのも手段でありますので、今はアンケート調査に

片寄りがちでありますので、またいろんな手段等も考えていきたい、と考えてお

ります。

○委員長

ここでちょっと宣伝しておきますけど、撫養川と新池川、これ見られたらおも

しろいんですが、両極端なんですね。撫養川のほうは鳴門市内で、私、時々、犬

の散歩に連れて行きますが、いわゆる都市河川の親水護岸、きれいなのができて

おります。

それに流れ込むでいる新池川は、ほとんど手つかずの自然河川ですね。さっき

私、堤防がないところがあるでしょうと言ったんですが、堤防がないようなとこ

ろです。１回、歩かれてみましたら、おもしろいと思います。

ほかにご意見ございませんか。

○委員

すみません。

○委員長

はい。

○委員

さっきちょっと聞き逃したかも知れませんが、自由意見のところで黒谷川とか

松谷川のところが河床掘削をかなり希望してるみたいですが、これは何か具体的

に対策を取るとかはあるんですか。

○事務局

整備計画案の中に河床を掘削するということを大きく入れさせていただいてお

りますので、この意見につきましては、反映できるものと考えております。

○委員

吉野川北岸のこういう小河川というのは、みんな扇状地を流れている河川で、

かなり堆積物が多いんだと思うんですよね。天井川化してきてますから。

じゃあ、それを全部やるのか、という話になってくると思うんですが、そのへ

んは県としては方針としてあるのかどうかですね。
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○事務局

ちょっと補足させていただきますと、黒谷川につきましては、もともと改修、

川幅を広げることを優先しまして、実は掘削残し、治水安全度、例えば３０分の

１だとかいうような治水安全度の整備をする場合に、まず予算との関係で川幅を

広げていく工事をしようじゃないかということで、それで５分の１程度の治水安

全度をカバーして、いわゆる掘削、川底を掘るのを残してきた、こういう経緯が

ありまして、皆様方が見た時に、川のすぐそばで生活されています、川の３６５

日を見ている皆様方は、よく土砂がたまってるじゃないかと、そういう印象を持

たれているんだと思います。

整備したそのものが、川底を掘削せずに、投資効果を高めるために川幅をどん

どん広げていったと。そういう整備をある程度やって、１次改修を終わっていま

すので、何か堆積しているんではないかという印象を持たれているんではないか

なと、私、思っております。

○委員

外の吉野川北岸の、曽江谷川とかそういう河川なんかもみんなそういう形で、

川幅の確保ということが、まず優先して事業をやってるんですか。

○事務局

その黒谷川だけは別で、そういうやり方でやって、外の谷川については、宮川

内谷にしろ川幅も広げますし、掘削もやって整備を終えているところもございま

す。黒谷川だけは、掘削残しである程度の整備はやってしまったという。ですか

ら、掘削を早くやらなきゃいけないと。黒谷川は、特殊という感じです。

○委員

ああ、そうですか。

○委員長

私の見たところでは、掘削というのは余りやられてないんですよ。掘削をやり

ますと、井戸水が枯れるとか、護岸がいかれるので、あまりやられてなかったん

ですが、三重県のほうかな、最初やったらうまく成功した、というので、やれや

れ言うとんですけど。

ああいう天井川というのは、何とか掘削もしないと。このごろ砂利資源も取れ

ますし、一石二鳥じゃないかな、と思っています。

○事務局

ついでに言いますけど、どっちかというと黒谷川は、吉野川北岸の、例えば市

場町を流れている川、阿波町を流れている川、脇町を流れている川、いわゆる阿

讃山脈の崩壊しやすい土砂を流し出して扇状地を形成されてる、いわゆる日開谷

川みたいなような川のイメージじゃなくて、むしろ下板地区、板野郡の下のほう

、 、 、を流れている川ですから どっちかといったら蛇行 緩流するような川ですので



- 1 3 -

第13回とくしま川づくり委員会

黒谷川なんかはそんなに堤防を持たずに、有堤河川でなくて、どちらかというと

掘り込み河道に近い形で。

ご承知のとおり、大麻とかのハスの栽培とか、レンコンの栽培、非常に盛んで

ございますので、どっちかといったら県西部の阿讃山脈を流れている日開谷川、

野村谷川、伊沢谷川、ああいうタイプとはちょっと性格を異にした、どちらかと

いうと低平地を流れてる緩流河川と考えていただいてもいいんじゃないかな、と

思っております。

○委員長

いや、そればっかり言ったら危ないよ。山から出てきて、扇状地に折れ曲がっ

たあたりにものすごく堆積しとんですね。それが危ない、と言っとんで。北岸走

ったら、道路がぐーんと高くなった頂上あたりに橋がありますから。

これ、結局まとめとしては、続けなしようがないな、ということでしょうね。

どんどん続けていって、そして、○○先生なんかにはアンケートの解析なんかは

ベテランだし。

○事務局

はい。今後ぜひお願いして。

○委員長

土木屋だからね。どんなことを聞いたらいいか、ということまで作ってくれる

はずです。

○委員

名前が出ましたので。○○先生が先ほど発言のあったようなことというのは簡

単にやれると思います。

それで、１つよろしいですか。

○事務局

はい。

○委員

今のね、例えば洪水対策の話として、どういう工事を望みますか、っていう質

問なんか住民にとっては非常に難しいな、と私は感じたりしてるんですね。

というのは、このあたりというのは専門家の世界が随分、支配している部分か

な、と思いながら見てたんですが、例えば、中で河床を掘削するということが出

てますよね。一時的、表面的にはそう思っておられる方が○にしていると思うん

ですが、それをすることによって、先ほどの井戸水が枯れたらどういう影響があ

るかとか、工事がどれだけ難しいかとか、いろいろあると思うんですね。

川幅を広げる、堤防を造るとかは、それも川幅を広げると、例えば土地がいる

とか、あるいは工事費がたくさんかかるとか。

だから、これはもちろん住民の意見としては、貴重なデータと思いますが、も



- 1 4 -

第13回とくしま川づくり委員会

、 。う少し踏み込んでこれをもっと分析する必要があるかな という気もしています

例えば、そういうことからすると、環境についての正法寺川なんかの問６なん

か、こういう質問というのはかなり住民向きで、住んでる人の思いが直接伝わっ

てくるんですが、川の自然についてどのような川を望みますか、みたいなような

ね。

ところが、問５の水質を改善するためには、どのような方策がいいですか、と

いうのもこれは非常に住民は難しい。住民というのは、水質を改善することを望

んでいて、その手法というのはこれは専門的な領域にかなり寄るところがあると

思うので、そのへんをアンケートの結果をうまくやるほうとして、十分使ってい

ただきたいな、と僕は思います。

○事務局

分かりました。分析のほうに今後、重点を置いてやっていきたいと思います。

○委員

以上です。

○委員長

ありがとうございました。

アンケートを出す側も受ける側も、だんだんだんだんアウフヘーベンしていか

ないかんですね。これ技術的には難しい。何の情報も持たずに答えようと思って

も答えられないですね。

どうぞ。

○委員

藍住町に住んでますので、様子がよく分かって、この回収数が５２２人で、藍

住中学の生徒さんというのは学年にぽっとお願いして、藍住中学の生徒さんの人

数によって、かなり占めていたりとか、割合というのは年齢というか、すごく分

かりかねるかな、というのもあって、正法寺川を守る会で、本当に熱心に活動さ

れてますし、本当に川は汚いんですよね。

汚いけれども、横にお花を植えてくださったり、定期的にごみを拾ってくださ

ったり、それで私たち、以前は藍住町子ども祭りというか、５月にいつも子ども

祭するんですけど、その時期は藍翠苑のバラ園が四国一ということで、県外から

もたくさん人も来られますし、子ども祭りの時には正法寺川を守る会でクルージ

ングといってボートを出してもらって、正法寺川に関心を持ってもらおうと、本

当にすごい取り組みをされてると思うんです。

それで、正法寺川を守る会のほうで、多分、そのあたりにもお願いしてアンケ

ートでもかなり意見の集約ができたとは思うんですけれども、この自由意見にも

ありましたタウンミーティングというか、人によっては、なんな高い橋を造って

何やとか、公園危ないとか、いろいろ意見は出てますけれども、でもやっぱりイ
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ベントとかある時にはすごい関心度があるし、年２回のバラ園にも足を運ばれる

ということもありますので、アンケートに出てこないタウンミーティング的なこ

、 、 、とが 正法寺川を守る会のほうに１回でもそういうお願いをして 開催されたか

そのあたりちょっと聞きたかったんです。

無作為にこのアンケートをお願いした、ということなんですけれども、どんな

形で行き渡っていたかなと。大体この五百何人の、ちょっと割合、簡単でいいで

すので、教えていただけませんか。地元住民で大変、興味がありまして。

○事務局

藍住中学校には、ちょうど高校入試の直前にお願いいたしましたもので、３年

生にはお答えは願えなかったので、１年生１クラス４０名、２年生１クラス４０

名の８０名に、回答していただきました。

正法寺川を考える会につきましては、３０部ほど会長であります米田さんにお

渡ししまして、清掃活動の時にお渡し願えれば、ということでお渡しをいたしま

した。

それで、回答に占める割合なんですが、氏名とかを書いていただくような回答

にはなっておりませんでしたので、正法寺川を考える会の方に何部回答いただい

たか、というようなことは、ちょっと分からないんですが、１０代でしたらほぼ

藍住中学校の方でないのかな、というふうに考えております。

○委員

分かりました。ありがとうございます。正法寺川を考える会に参加されてる代

、 、表の米田さん以外に １人ひとりがいろんな代表のトップの方がおいでますので

随分、予算的なものもありますけれども、意識を持って、関心を持ってもらって

という意味では、何人かのネットワークによってタウンミーティングみたいなの

、 、が１回開けてたら また違う意見も出たかなっていうような感じもいたしまして

アンケートに出てこない３０人の人たちのいろんな組織を私、知ってるものです

から、そのあたりでの意見がもっと反映されてもいいかな、と思った次第です。

すみません。以上です。

○事務局

今年の３月１３日に、正法寺川クリーンアップ大作戦がありまして、私も参加

、 、させていただいたんですが あの時に私も配ればよかったかなと思ったのですが

ちょっと時期的に遅かったもので、お配りはできなかったんですが、まず事前に

情報を入手しまして、そういう場でも配れるようにできたらなと。

また、今後、藍住町役場さんとかと協力して、このアンケートがバージョンア

ップできるようにしていけたらな、と思っております。

○委員長

このへんで、そろそろまとめてもよろしいですか。いろいろ今ご意見が出まし
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たので、まとめるのは大変難しいんですが、きょう出ましたご意見を事務局で踏

まえて、案を修正して、以後の事務手続きを進めてください、ということになり

ます。ずーっと勉強していってください、お互いに。

じゃあ、次に議事の（２）ですね。二級水系奥潟川河川整備基本方針（案）に

ついて、ですね。これもまず事務局からご説明をお願いいたします。

○事務局

はい。少し設営にお時間いただけますでしょうか。

○委員長

はい。

○事務局

お待たせいたしました。それでは、引き続きまして議題（２）の二級河川奥潟

川水系河川整備基本方針（案）について、ご説明させていただきます。

、 、スライドが見にくい場合には お手元にスライド資料を用意しておりますので

そちらをご覧いただければと思います。

まず、最初なんですが、昨年の水害を受けまして、なぜ奥潟川をするのか、と

いう話になろうかと思います。

それで、今後の予定にも関係してくるのですが、今年度は国土交通省が管理し

ています一級河川の吉野川ですとか、那賀川の河川整備基本方針、河川整備計画

のほうが本格的に動くように聞いておりまして、県としましても、その動きに今

後、合わせていきたいと思っております。

、 、 、 、それで 徳島県の場合 基本方針の策定が少し遅れぎみでありますので 順次

小さい河川から策定していきたい、ということで奥潟川を選ばせていただいてお

ります。

それでは、奥潟川について説明をさせていただきます。

奥潟川は海部郡日和佐町横川の山中に発し、日和佐町の中心部を流れます流域

面積が６．６ｋ㎡、幹川流路延長が３．９ｋｍの県管理の河川の中でも、比較的

小さな河川であります。

地形の状況といたしましては、山地部が約８割ほどを占めておりまして、その

谷底を流れるような河川になっております。

また、今回、地形特性や河床材料等を考慮して、源流からＪＲの鉄道橋が流れ

る部分を上流域、ＪＲ鉄道橋から千羽口橋あたりまでを中流域、千羽口橋から水

門のあたりまでを下流域、水門から河口までを河口というふうに分割させていた

だいております。

次に気候の状況ですが、年の平均降水量が２,５００から３,０００ｍｍの位置

に、また平均気温では約１６℃の位置と、県南特有の気候の、夏に雨が多く、冬

に雨が少ない太平洋側気候に属しております。
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次に、奥潟川の自然環境ですが、上流部につきましては、国道５５号線やＪＲ

鉄道線に平行に流れるような河川になっておりまして、写真を見ていただいても

、 。分かるように 手付かずの自然の状態を残した川幅の狭い河川になっております

上流部で確認されました生物といたしまして、まず魚類では、代表的なもので

はカワムツＢ型ですとか、鳥類ではウグイス、またビンズイ等が確認をされてお

ります。

次に、奥潟川の中流域ですが、中流域になりますと、写真を見ていただきます

、 、 。 、と分かりますように 山が開けまして 周りには水田が広がっております また

途中では牟井谷川という支川と合流するような位置になっております。

中流域で確認された生物といたしましては、魚類ではオイカワでありますとか

アユ、また徳島県レッドデータブック絶滅危惧のⅡ類に指定されております○○

なんかが確認されております。

また、鳥類といたしましては、コサギが水田に群れをなして見られるほか、ホ

オジロですとかタヒバリが確認されております。

次に、奥潟川の下流部ですが、既に改修事業が行われていますので、このあた

りは、川幅は広くなっておるんですが、ブロック積み護岸で整備されています。

また遊水池が形成されています。

下流部で確認された生物といたしましては、徳島県版レッドデータブック留意

のゴクラクハゼでございますとか、環境省、徳島県ともに絶滅危惧のⅡ類に指定

されております○○、またギンブナ等が確認されております。

また、鳥類では、日和佐町の指定天然記念物のイワツバメが奥潟川に架かる橋

に営巣しておるのが確認されたり、ミサゴが餌を求めて奥潟川の上空を旋回して

いるのや、またカルガモが遊水池で遊泳しておるのが確認できます。

次に、奥潟川の河口部ですが、河口部は汽水域となっておりまして、日和佐港

の漁港に指定もされております。そのため、港湾施設としまして、岸壁が整備さ

、 、 。れておりまして そこに船が止まっておる というような状況になっております

河口部で確認されました生物といたしまして、まず魚類では汽水域に生息しま

すスズキでありますとか、徳島県版レッドデータブック準絶滅危惧の○○が確認

されております。

また、鳥類といたしましては、環境省版レッドデータブックⅡ類、徳島県版レ

ッドデータブック絶滅危惧Ⅰ類の○○ですとかサシバなんかが確認をされており

ます。

これまで見てきましたように、奥潟川は非常に多種多様な豊かな自然環境を残

している、ということが分かるかと思います。

次に、奥潟川の水質ですが、奥潟川につきましては、環境基準にかかる類型指

定はされておりませんで、平成１４年１１月４日と平成１５年２月１日に嵐橋と
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千羽口橋で行いました調査によりますと、ＢＯＤの平均値はそれぞれ環境基準の

Ａ類型よりも低い値となっておりまして、非常に良好な状況にあるのかなと。

また、今は日和佐町のほうで下水道事業も行われておりますので、川の水質は

良好に保っていけるのでは、と思っております。

次に､過去の災害について見てみますと､昭和４０年代につきましては、それぞ

れ浸水面積が５５ｈａ､２６ｈａ､５０ｈａ､２５ｈａ､３４ｈａと非常に大きな浸

水面積で浸水しておりましたが、昭和４４年の事業着手により平成２年の浸水が

０．０１ｈａということで、改修事業の効果が表れてきておるのが、この表から

分かるかと思います。

、 、この写真は 昭和４１年８月に日雨量が４０９ｍｍを記録しました奥潟川では

日雨量としては実績最高の時の洪水時の写真でございます。

昭和４１年当時は、国道が浸かって見えなくなってしまうほど、水没を繰り返

していた、ということが分かっていただけるかと思います。

先ほどの水害を受けまして、治水事業の沿革といたしましては、昭和４４年に

河川改修事業に着手をしております。計画規模を１／３０に想定し，計画高水流

量を１２０ ／Ｓとし、下流の水門から約１，９００ｍの区間で事業を実施してâ

おります。

現在に至りましては、先ほどの下流域に当たるわけですが、千羽口橋付近のあ

たりまでブロック積みの護岸が整備されているような状況であります。

次に、河川空間の利用についてでありますが、このあたりは日和佐町の中心部

ということで、積極的に利用されておりまして、川沿いの道路ではトライアスロ

ンやマラソン大会が行われておりまして、また遊水池なんかは地域の住民の方の

憩いの場として利用されており、ラブリバー推進事業ということで、地域の方々

、 。に清掃活動等もしていただき 川と人との係わりが保たれている川でもあります

次に、社会環境、歴史・観光ですが、まず、流域内を見てみますと、流域内に

は日和佐城でありますとか、竜宮公園、また南阿波サンラインなどの道路が整備

されております。

また、流域の周辺におきましても、ウミガメで有名な大浜海岸ですとか、２３

番札所の薬王寺、また千羽海崖等があり、県南地方の有数な観光名所となってお

りまして、そのため第三次産業の従事者が、就業者全体の６７％を占めるような

ところとなっております。

これまでの奥潟川の概要を踏まえまして、徳島県の川づくりの基本理念と奥潟

川の目標といたしましては、まず、徳島県全体の川づくりの基本理念は、安全、

安心、環境、活力という言葉をキーワードにいたしまして、奥潟川はのどかな田

舎を流れる川でもありますので、地域住民に親しまれるように、潤いと親しみを

与えるふるさとの川という整備目標を持って、改修工事を行いたいと思っており
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ます。

、 、 、それで もう少し具体的な工事内容についてお話させていただきますと まず

治水に当たる部分ですが、治水につきましては、おおよそ３０年に１回程度発生

する規模の降雨による洪水を、安全に流下させる。

また、沿岸部におきましては、昭和３６年の第二室戸台風による高潮の被害を

。 、 、防止するように堤防を上げる また 近年は局所的な豪雨があったりしますので

計画規模を上回ったり、整備途中の河川管理施設の能力以上の洪水、高潮に対し

ましては、ハザードマップを整備する、また、情報提供を行うなどのソフト対策

について、整備を進めていきたいと思っております。

また、改修が既に終わったようなところにつきましては、点検でありますとか

補修、補強に努めてまいりたいと考えております。

次に、利水につきましては、適正な農業用水の利用や、また渇水時には適正な

水利用が行えるような渇水対策に努める、でありますとか、また、生き物にとっ

て船運にとって塩害にとってとか、いろんなものを考慮して、流水の正常な機能

を維持できるような流量というのを定め、それの確保ができるようにしていきた

い、と思っております。

次に、環境につきましては、徳島県土整備部が作りました徳島県公共事業環境

配慮指針に基づき、環境に配慮した事業を今後も継続して実施していく。動植物

の良好な生育、生息空間に配慮した工事を行います。

また、人と川とのかかわりを考え、水辺空間の整備と保全、河川愛護の啓発、

良質な水質の保全などに努めたいと考えております。

最後に、地域の個性の創造と地域発展に関する事項、といたしましては、地域

の住民の方の声を聞き、地域の実情に応じた川づくりを行う。

また、地域で行われております河川の取り組みを積極的に推進、支援していき

たいと考えております。

ここからより専門的な話になりますが、まず、計画規模からいいますと、３０

年に１回程度発生する規模の降雨による洪水を、安全に流下させることを目標と

いたしまして､奥潟川なんかは非常に小さな川でありますので､ダムとか堰とかを

作りまして洪水を調節する、というようなことはしなくて、計画降雨である１２

０ ／Ｓの水をそのまま海のほうへ流す、というような計画になっております。â

次に、主要な地点における計画高水流量に関する事項ということで、まず、基

準点を設けまして、その基準点につきましては、弁財天というところを選定いた

しまして、弁財天では１２０ ／Ｓ、主要な地点といたしましては、奥潟というâ

地点を選びまして、奥潟川で５５ の降水、雨水を流せるような計画を策定してâ

おります。

先ほどの１２０ ／Ｓでありますとか、５５ ／Ｓの流量を流すためには、そâ â
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れでは川幅は一体どれくらいになるか、というような計算を行いまして、まず、

基準地点の弁財天におきましては、川幅は約２６ｍ、主要な地点であります奥潟

におきましては、川幅はおよそ１６ｍに広げる、というふうになっております。

また、高潮に対する防御といたしましては、第二室戸台風が残しました実績潮

位の東京湾平均海面プラス２．６５ｍを計画高潮位にしまして、この基準をもと

に高潮を防ぐ堤防のかさ上げを行う、というふうにしております。

次に、主要な地点における流水の正常な機能を維持するための必要な流量に関

する事項、といたしましては、正常流量になりますが、河川の利用状況でありま

すとか、動植物の保護、景観、水質保全等のデータが今の段階では不足をしてお

りますので、データ収集に努め調査、検討を行った上で正常流量の設定や確保に

努めてまいりたいと思っております。

奥潟川の河川整備基本方針についての説明は、以上でございます。

○委員長

ありがとうございました。

さっきやりました旧吉野川水系と違って、ものすごい大粒の雨が降る県南の河

川の説明だったんですが、これにつきまして何かご意見ございましたら、ご発言

をお願いします。

どうぞ。

○委員

先ほどの私の発言にも関係あるんですが、こういう河川整備でいろいろ意見を

言う場合に、我々にしても現地の状況を全然知らなくていろいろ言うっていうの

は、問題があるように思うので、いつもとは限りませんが、できる限り現地視察

の機会を設けていただきたいと思いますね。

今までそういうこともありましたしね。やっぱり実際に見ないとリアルな印象

を持てないでしょう。ここの図面とか計算だけ見たんでは。ですから、そのあた

りを今後、ずっとご配慮いただきたいと、そういうふうに思いますが。

○事務局

はい。

○委員長

私も言ったことがあります。

○委員

あるんですか。

○委員長

どうせなら、前の晩から泊まる人は泊まる。帰りたい人は帰る、というような

システムで、適当に現地でやったらどうやと。

○委員
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私、日和佐川とか海南町なんかはよく行って、自分で調べとんです。しかし、

この川は不幸にして全然知らないですね。

○委員長

日和佐川やね。

○委員

いや、日和佐川に合流してますわね、ずっと。で、日和佐川水系とは言わんの

ですね。

○事務局

ええ、港湾区域に入っておりますので、別です。

○委員

ですから、日和佐川水系と言われとったら、ひょっとしたら今までに行ったか

も分からんですけどね。この名前を意識したのは今、初めてですね。ちょっと情

けないんですが、そういう意味で現地視察ができればいいなと。皆さんもやっぱ

り現地を見られた上で、いろいろ感想を持たれるので、それに従って発言される

ほうがいいんじゃないかなと。まあ、そういうことです。

○委員長

、 。聞いたことのない川のことばっかり今やってるんで それほど小さいですよね

はい、どうぞ。

○委員

今、スライドを拝見しまして、その資料の何ページになるんでしょう、過去の

災害について、というところが４枚目になるんでしょうか。４枚目のところに奥

潟川の水質と過去の災害について、というところがありますけれども、この災害

について平成２年までの数字が出ているんですが、例えば今後、去年は台風とか

が多かったんですが、そのような資料もまた見せていただけることがあるんでし

ょうか。

それに関連して、ここから数えていくと４ページ目になるんでしょうか、に、

河川の総合的な保全と利用に関する基本方針というのがあって、およそ３０年に

１回程度発生する規模の降雨による洪水の安全な流下を図る、とあるんですが、

これは、例えば昨年度のもし被害があったとしたら、それも含めてでもこの３０

年ということで大丈夫なのか、というような、そのあたりの一番新しい直近の数

字というのは、どうなんでしょうか。

○事務局

昨年の台風２３号につきましては、徳島県全域で洪水痕跡マップというのを作

りまして、徳島県で現地調査や聞き取り調査なんかを行いまして、どのあたりが

床上浸水、どのあたりが床下浸水というのをすべて調べております。

それで、今回の奥潟川につきましては、ちょっと地図が小さいので分かりづら
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いかと思うんですが、この青色に塗っておる部分が奥潟川でありまして、このピ

ンク色で塗っておりますこのあたりが浸水した、というような痕跡が残っており

ます。

それで、この痕跡の理由を考えてみますと、奥潟川は昭和４４年から改修工事

をやっておりますので、下流部分については川幅は大分広がっておる、というこ

とで、今回の浸水といいますのは、あくまで想像の範囲であるんですが、降った

雨が河川の中に流れることなく、その場でたまった、また台風の影響などで高潮

もあり、地下水も上がっていますので、降った雨が地下に浸透することなくあふ

れるような、雨水にそのままつかったような浸水被害であったのかな、というの

が台風２３号ではありました。

○委員

そうしましたら、床下浸水とか床上浸水というのも、特には報告はなかった、

ということでよろしいんですか。

○事務局

そうですね。浸水しておる範囲を見ていただきますと、全部田んぼですね。田

んぼがつかっておりまして、家屋等の被害はなかったのでないかな、というふう

に理解しております。

○委員

同じことを聞こうと思ってたんですけども、台風の流量とか、あるいは雨量を

データとして示していただきながら３０年に１回に達してないのかどうか、とい

うこととか、去年のが３０年に１回に達してないのかどうか、ということも確認

の上で、実際に３０年に１回を目指しているって、被害がそれほどないんであれ

ば、もうせんでええやん、と私は思うんですけど、あとは無理にというか、新し

い目標をどんどん設定していかなくてもいい感じもしますし。それは、私の観点

ですよ。

例えば、見せていただいた写真なんか見てると、上流域とか中流域というのは

今、復元目標として持っているような環境が残ってますよね、恐らく。

だから、河川計画としてこういう場所をずっと継続的にとか、永続的に残すと

いうような目標があってもいいのかも知れませんし、環境面がすべてではないの

、 、 、は私も分かりますけども 治水計画の中でどれぐらいの達成度なのか あるいは

どこまでやり続けるのか、ということを明確にしているのであるから、環境のほ

うに対しても、どれぐらい永続性を持たせていこうとするのか、という態度もは

っきりさせていけばいいんじゃないかなと、この写真を見ながら思いました。

先ほどの都市域の河川と違って、まだ保全されている場所があるのだから、そ

れをいかに有効に今後、将来に残していくのか、ということを目標にした計画、

それをぜひ作っていただきたいと思います。
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私は、現場をちゃんと知らないので、分からないんですけれども、写真を見る

感じではすごくいい堰も何もない、とさっきおっしゃっていましたし、もうそれ

は今、それぞれの自然再生とかで河川が目指しているところが残っているという

わけですね、恐らく。

そこを１回また工事して、また自然再生するか、っていうような将来の工事の

ために何かするというような、そういうことが起こらないように少し長期的な広

い観点に立った計画というのが必要だと思いますし、昭和４４年から着工した工

事で、実際、浸水面積というのはどんどん減ってきてる感じもしますし、実際の

流量を見ないと分からないですけど。その達成度というかね。

洪水はどうしても起こってしまいますよね｡いくら頑張って３０年に１回､１０

０年に１回、５００年に１回、頑張っても起こってしまうので、あとは今、国が

進めているような遊水計画とか、まだ人口が密集してないところなんであれば、

そっちの遊水計画とかというのも踏み切れるのかも知れないし、今までの伝統的

な枠組みの中ではなくて、新しいチャレンジするようなこともどんどん考えてい

ただければいいかな、と思いながら聞かせていただきました。

○事務局

いつもいつも○○先生にはご意見いただいておるんですが、環境に対する目標

というのが今のところ、具体的といいますか、何をもって環境保全にするか、と

、 、いうところがちょっと今の私らには分かりかねておるところでありまして 十分

環境の重要さというのは分かっておるんですが、今後、勉強していきまして、自

然と共存できるようにしていきたい、と考えてます。

○委員

はい。

○委員長

どうぞ。

○委員

今の意見に関連したことですけれども、県とか行政がやろうとしていること、

そして○○先生がおっしゃったようなこととの融合というのは、もちろん今の時

、 、 、 、代ですから 当然 考えながらやってると思いますが もう１つ気になったのは

こういう委員会の中でこういうことを決めているのに、今ちょっと矛盾を感じて

るんですね。

、 、 、私みたいな素人が こんなことに係わって 無責任な発言ができるわけもなく

素人ですからね。皆さん方の専門の先生方はもちろん何度も何度も経験済みでし

ょうが、私は新町川を１５年掃除してますけれども、それでもまだ分からない。

素人の考えしか持っていない、ということに気がついておりますので、地元の方

たちの、本当にそこで暮らしてきて、先祖代々、そこに住んでいる人たちの意見
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なんていうのは、もう少し反映されないもんでしょうか。

多分、新町川でも熱い人がいるので、地元にもそういう人は絶対にいるような

気がします。だから、私たちのこういう委員会が必要なのは分かりますが、やは

り忘れてはならないのは、地元の人たちの本当の意見なんかも取り入れたらいい

かと思います。

以上です。

○委員長

これ、かつて地元の人を入れたこともありますね。

○委員

委員の中へね。臨時に来ていただいたことありますね。それ、非常に大事なこ

となんですね。

○委員長

将来でいいですか、事務局のほうは。

○委員

前、地元の委員、勝浦川の時に入ってましたね。

○事務局

はい。勝浦川の時ですね。

○事務局

余談ですが、先ほど○○先生の話もありますし、○○さんの話もありますし、

そこらへんを総合したら先生、現地へ行って、日和佐町で何か会議室を借りて、

それで日和佐の方も一緒に入ってもらって、日和佐町で県も南部総合県民局がで

きますので、日和佐の合同庁舎へ行けば局長や県土整備部長もおりますので、○

○先生のおっしゃる現地も見れます。

多分、５５号を南へ行って日和佐を過ぎて、日和佐の町筋、薬王寺さんの石段

を過ぎて少し南へ、２００ｍから３００ｍぐらい南へ行ったら、川沿いに国道が

ありますので、ああ、これが奥潟川か、という認識をせずとも室戸のほうへ向か

って行く左側に小さな川が横に流れておったなあ、という感じでご記憶があるか

も分かりませんけど。

そこらへん、○○先生のご意見、それから○○さんのご意見を踏まえて、何か

先生そこらへんもまた考慮して、考えてみたいと思いますので、よろしくその節

はお願いいたします。

○委員長

やりましょう。

○委員

今の意見をお聞きしながら思ったんですけどね、僕の先ほどの意見とも関連さ

せながらですけど、啓発していくべきものもあって、ここはいいよって、日常的
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にいればいるほど日常的なすばらしさが分かってない場合もあって、たまたまや

ってる方なんかが聞いても、ちょっと話それますけど、日常に見てる風景であれ

ばあるほどよそが分からない、ということもあると思うので、それは私たちが感

じるところを、ここはいいよね、って言ってあげられるようなスタンスを、私た

ちがどれだけ持ってるか、っていうことも大事だと思います。

それがインタラクティブにちゃんと話ができていくような、その中で計画を決

、 、 、めていくとか どこを残していくとか どこは本当に大事だから変えていくのか

ということが決められていくようなシステムが大事だと思います。

その治水、利水に関しては、長い伝統があるので、もうがちがちの計画がある

のに対して、だからこういうふうにしていきましょう、と伝えられる意図を持っ

て事務局はいらっしゃるのに対して、環境面に対してはこうしていきましょう、

というスタンスが持てないでいるから、聞いて聞いて、どうしていいか分からな

い、っていうような混乱状態にいつも陥ってしまう、というふうに感じています

ので、むしろ県としては、こういう河川に対してはどうしていくんだ、っていう

ことを、しっかり態度を決められるようなものを早急につくっておく必要がある

と思いますね。

個々の河川に対してだけじゃなくて、河川法が３つ全部やれ、って言ってるわ

けやから、後付けで環境をやるんじゃなくて、しっかりとこれもやる、というふ

うにやり方ですね。環境に関しての保全、あるいは再生の仕方まで含めて、目標

づくりというのをどう考えるか、ということはしっかり検討して、した上でしっ

かりした態度をもって諸準備の方と接しられるようにしておかないと、いつも後

ろめたい感じを持ちながらやってしまいそうな感じがする、というのが私の反省

もあって、皆さんの意見も聞きながら、そういうふうに感じました。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

意見をもう言われたので、今さらなんですけど。私もいろんな委員をさせてい

ただいて、無責任だなと思って。特に川づくり委員に関しては、ああ、無責任に

受けたな、今度は断わろうかいな、と思いながら、いろんな委員会に参加させて

もらって、自分の今まで活動していたネットワークの中での私の立場だったら子

育ての立場とかで意見を言える委員会と、この川づくりと、それと私、今、もう

１つ悩んでいた分は、高校再編委員会してるんですけど、それに関しても結局、

事務局サイドがそういう設定、研修会をお願いします、現地視察お願いしますと

いうと、やっぱり謝金等の関係とか、回数もあったり、予定調節もありましたの

で、現場の声をどうしても知りたい、また現場を見ないと意見の言えない委員会

に関して、この川づくりも一番にそうなんですけども。いろいろ考えさせられま
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した。

で、高校再編の検討委員会に関しても、現地説明会が今回、夜７回、県内全域

であったんですけれども、ほれも結局、お知らせさえしてくだされば実質的に参

加しますので教えてください、ということで、ただ１人で見て、ほらもう積極的

に、自分の学習ということで行けばいいんですけど、私たち分からない部分もあ

ります。

それで、場所的に現地で集まれる部分であれば集まって現地のほうを見て、来

ていただくんじゃなくて、私たちが行ける部分であればそういうのも入れていた

だきたいな、と正直思っていたところに、そういう意見が出たので、もうぜひお

願いしたい。

やっぱり責任ある委員として、どうしても机上の上だけでなく、ましてや私は

、 、 、素人ですので 参加させてもらっている以上 本当に勉強させていただけたらな

という思いもありました。すみません、重なる意見ですけども。

以上です。

○委員長

結局、これ整備基本方針なんですよね。まとめますと一番最後の５ページに書

いてますが、奥潟川の弁財天のところ、弁財天基準点で毎秒１２０ をちゃんとâ

流せるようにしたい、ということなんです。

これで文句があるか、ということです。これは、３０年に１回ぐらいのもんで

すよ、ということです。で、それについてはダムも堰も何にもありませんと。だ

から、やることといえば、もう洪水の時に邪魔になる物を撤去するぐらいかな、

という感じですよね。

そういうことについては、また環境のほうとか景観のほうですね。自然景観、

環境保護の立場から相談しながらやっていく、ということを書いております。

で、細かい整備計画なんてありませんから。

○委員

すみません。

○委員長

はい。

○委員

要は、あまり何もしない、ということですよね、言い方を変えると。具体的に

今、委員長が言われたように、毎秒１２０ というのを維持するために、何か具â

体的にやるということなんですか。それとも、具体的にはこのままの景観、生態

を保つような形でやる、するということなんですか。

○事務局
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すみません。ちょっと私の説明不足だったかも知れないんですが、要は、川の

改修工事を今後も続けていきたい、というのがありまして、基本方針と整備計画

を策定しています。また、整備計画の中で具体的にどの箇所、どの地先の部分を

工事します、というのはまたご提示させていただきます。

それで、今回の基本方針といいますのは、奥潟川全体をどうするのか、という

ような話でありまして、まず治水の部分につきましては、１２０ ／Ｓを流すよâ

うに川幅を広げたい、というのがまず河川課としての方針であります。

それについて、あと○○先生がおっしゃってくれましたような環境面も保存す

るような目標をこの中に盛り込んでいきたいと。奥潟川を長い目で見た間にどう

したいのか、ということをこの中でうたっておるつもりでございます。

○委員

ちょっと意見を言わせていただければ、さっきの○○先生と意見が似てるかも

知れませんけども、例えば、先ほどスライドに出ていた上流のほうなんかは、そ

ういった堤防、人工物はないわけですよね。

だから、大きな被害が発生しない限りは、そういった自然景観をより今のまま

残す、という方向のほうが大事でしょうし、要するに被害が出ないという前提で

すね。

で、もちろんこれは一級河川は国がやって、二級河川については県が主体的に

全部、こういう計画を作っていかないといけないんでしょうけども、作ったから

といって、例えば、その計画を維持するために河川改修するのかどうか、の問題

ですよね。

ですから、こういう計画を立てることが必要ということは、ちょっと今の条件

では言えないと思いますが、基本的に何を、先ほど○○先生が言われたように、

要するに、かえって工事をすることによって景観が損なわれたり、環境が大きく

変わってしまうことは、しないほうがいい、という方針もあってもいい、という

ことですよね。

計画を立てるのはいいと思うんですけども、そこはやっぱり現地の状況を、先

ほどから意見が出ているように現地の方の意見、要望とか、現地の状況を踏まえ

て判断していく、という必要性があるのかな、と思います。

○委員

すみません。くどくど言いますけど、目標としてはね、エコトープに当たるよ

うなところは残っているので、恐らくは、それはずっと置いておくべきだと思う

んですよね。

しかも、日和佐町はそんなに急激に人口が増えない、むしろ減っていくほうか

もしれない町なので、将来的にどっか家が建つような場合は、周辺から少しはず

れたところに建てたほうがいいよ、という指導とか、あるいはハザードマップを
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作っておいて、ここは新しく家を建てるんだったらもうちょっと高いところに建

てたほうがいいよ、とかっていうふうな指導とか、あるいは啓発をしながら川の

災害から防げるようなまちづくりも一緒にやっていく、っていうような方針もあ

りだと思うんですね。

、 、で そういうことを通しながらエコトープに対してはしっかり守っていくとか

あるいはもっと良くしていくんだ、という方針を決める。それが方針だと思うん

ですね、将来に対する。その中に計画がしっかりぶら下がってくる、っていうこ

とがあり得る、というのが私のスタンスなんですよ。

その１２０ ／Ｓというのが、今、実際どのくらいなのか。１２０ ／Ｓが今â â

、 、まで流れたことがないのかどうか ということもデータとして示されてないので

、 、そのへんは少しデータとしては示しながら 今までは流下能力が足りてないんや

ということはデータとして示すべきではあると思います。

○事務局

今回、奥潟川のファイルを事前にお送りさせていただいた資料の中に、治水計

画編のがございます。これまでは、非常にややこしい式を入れたものをお送りし

ておったかと思います。

それで、非常に専門的な分野でございますので、余り読んでいても分かりにく

いところがあったので、今回、できるだけ簡単にまとめて、一般の方にも見てい

ただけるような治水計画編というのを作っております。また、それとは別に、○

○先生とか○○先生、○○先生は専門の先生に見ていただく資料を、こちらには

詳しい式が入った資料を見ていただきまして、検証していただくような格好を取

らせていただきました。

それで、その資料ですが、その中で新しい雨量のデータを用いまして確率計算

を行った中で、今まで３０年に１２０ ／Ｓを２回ほど超えるような計算結果がâ

出ております。この青い資料には付いておりませんが、計算結果の中にはそうい

うこともありますので、今後の局所的な雨なんかも考慮しますと、１２０ ／Ｓâ

を超えないとは言い切れないのかな、とは思っております。

その中で、あと環境との融合をどのように図っていくのか、というのが河川課

の課題であるのかな、というふうに考えております。

○委員長

どうぞ。

○委員

もう１回、質問していいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員
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、 、 、要するに 聞きたいのは 今まで１２０ ／Ｓ流れたことがあるんだろうからâ

計算上ね。

○事務局

はい。

○委員

その時の雨量に対して、どれくらい被害があったのか、っていうことと対応づ

けて、田んぼがつかったのかも知れない。床下浸水はないわけですね、実際。

、 、 、それだったら 例えばポンプ場で河川改修しなくても 水はけをよくするとか

あるいは農作物に対してそこだけの被害であれば、被害というか、どれぐらいの

額になるのかは分かりませんけども、その額に対しても、工事してかけるほうが

いいのか、それに対する保証をしていくのがいいのか、費用対効果みたいなのを

考えて、ここだったら何もしなくても、今までと違う方針が立てやすい河川のよ

うに思うので、そこを思い切って１回やってみるとか、というのに使いたい感じ

がしますよね。ちょっとだから、そこにこだわっています。

○事務局

はい。

○委員長

今の説明では、ほとんど内水被害だということですね。

○事務局

台風２３号につきましては、内水被害であったのかなと思っております。

○委員長

。 、危ない場合もあるんかな 今､１２０ ／Ｓ､１２０ ／Ｓと言われておるけどâ â

１２０ ／Ｓ以上が起こる確率が３０分の１ということですね。１２０ ／Ｓがâ â

起こる、というんじゃなくて、１２０ ／Ｓ以上の洪水が起こるのが３０分の１â

です。

○委員

よろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

今の○委員の発言、非常に僕は重要な意味を持ってると思うんですね。ですか

ら、変に工事するよりも自然のままがいいっていう部分は、確かにあると思うん

ですね。

ですから、特に今、環境問題ですね、わざわざビオトープを造ろうとか、いろ

いろな自然のそういうのを利用しようとかいう時代ですから、やっぱり初めに工

事ありき、という発想じゃなくて、どうしても必要なことだけを工事する、とい
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うふうな考え方ですね。

だから、昔は初めに工事があった、というようなことが多かったと思うんです

が、現在では生態系とかいろいろな環境問題全体を考えて、そういう自然を生か

すという視点が非常に重要だと思うんですね。

だからそういう意味で、流す水量をどれぐらいとか、これは専門家でないとよ

く分からんことですが、安全性の確保ができるという前提で、できるだけ自然を

残した河川整備を行う、という方向をぜひ考えていただきたい、そういうふうに

思います。

○委員長

基本方針はそうなってますね。そのようになっていますよ。これじゃ、あまり

工事するするところないな、という感じなんで。

○委員

はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

私も○○先生、○○先生と同意見で、この貴重な生物が残っているし、こうい

う保全されてきた環境を残していくモデルケースとして、全国的にもよくなるん

じゃないかな、と思われますので、そういうのを強調して書き込んでいってもい

いぐらいに、脱ダム宣言じゃないですけど、これを残しましょうと。１２０ ／â

Ｓは超えないようにするのははずさないで、という強い方針で出て、どうしても

これは残していきたいな、と思われるような環境ですので、ぜひそのようにして

いただきたいな、と思います。

○委員

大きな団地が２つあると思うんです。その生活道として中心部と行き来する道

は浸水しなかったんでしょうか。

○事務局

合同庁舎があるあたりでしょうか。

○委員

いいえ。これです。まあ、田畑が多かったんですけれど、郊外に住宅団地が２

、 、 、つありまして １つは生活道がつかってしまったので 生活道の確保というのは

ぜひ必要ですね。

○委員長

人が住んでなきゃあ、災害ではないんですよ、すべて。

○事務局

こちらのほうから言うのはおかしいんですが、あくまで今ご審議いただいてる
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ものは基本方針のお話でありまして、どこをどう具体的に工事をするか、という

ご審議をいただくのは、また整備計画を策定する段階で委員の皆様方にいろいろ

ご審議いただく場があろうかと思います。

基本方針としましては、先ほどからまず○○委員から整備ありきじゃないの、

というようなお話もあるんですが、我々そういう意識はまったくございません。

即ち奥潟川をよりよい川づくりするのは、どうしたらいいんだろうか。もちろ

ん環境、利水、治水、それらの３つがバランスよくされた川づくりをするのが、

いい川づくりができるわけでありまして、その基本方針たるものはどうしたらい

いんだろうか。

それじゃ、環境に配慮、ウエイトをもちろんかける。環境にも配慮して、この

４ページの本文を読んでいただいてお分かりになりますように、決して治水あり

き、整備ありきの基本方針を記載しているわけでは、私ども決してない、と思っ

ております。

そこらへん再度、十分ご審議いただければと思います。

○委員

おっしゃることは分かるんですけど、でも１２０ ／Ｓと、あるいはＢＯＤにâ

関しては数値目標がありますよね。その方針があってやってるんだから、環境に

ついてもしっかりした明確な目標の中に方針を作るべきだ、ということを私が申

し上げていることで、それとこの整備計画を後から考えるということにしても、

実際はもう計画って動いてる部分もあって、それが後付けの方針づくりというの

もあるように感じてるので、それは１回置きましょう、という話もずっと申し上

げ続けていることです。

○事務局

ですから、どこからどこまでの区間を整備するか、ここからここは十分保全し

ようじゃないか、という具体的な場所の設定が、次の段階の中で当然、出てくる

のではないかなと。

ここからここまでは皆さん方、住んでる方、それから生命、財産を守る必要の

ある区間というのは当然ありますし、ここからここは当然、最大限、環境保全し

、 、 、て みんなが憩える 我々は環境の中に生かさせていただいている人間ですから

そんな中で、ここは積極的に保全していこうじゃないか、という区間設定が当然

できてくるんであろうと思いますので、決して再度いいますが、整備ありきとい

うような方針を、ここに記載しているような状況では決してない、ということを

ご理解いただけると思います。

もちろん、環境については十分、配慮してまいりたい、と思っております。

○委員長

、 、 、これ基本方針 私が最後に言った５ページのあたり 計画高水流量の配分とか
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そのへんがメーンで、あとは環境に気をつけます、利水にも気をつけます、とい

う基本方針ですね。

○委員

はい。

○委員長

どうぞ。

○委員

確認１つと、質問が１つなんですが、この治水計画編の６ページ目に図がある

んですけども、１つの質問が、最深河床高という黒線が入ってるんですけども、

これはいつの時点の最深河床高の測量結果であるか、ということと、もう１つが

想定河床高という言葉が出ております。

これ、過去は計画河床高っていうような表現がされてたんじゃないかな、とい

う記憶があるんですが、最近はもう計画河床高っていう言葉は使わないで、想定

河床高っていう言葉を使うようになったんでしょうか。

○事務局

まず、最深河床高の設定した年度なんですが、ちょっとすみません、私、勉強

不足でありまして、きちんと調べさせていただき、後ほど○○先生にご報告させ

ていただきます。

○事務局

舌足らずで申し訳ないんですが、最深河床高の設定という言葉じゃなくて、最

深河床高を測量したのがいつか、これちょっと不明ですので、また後日、報告さ

せていただきます。

○事務局

、 、それと あと計画河床高という言葉と想定河床高という言葉の違いなんですが

これまでの基本方針につきましては、計画河床高という言葉を使わさせていただ

いておりました。

それで、平成１５年度に、私どもが河川計画を作る上で参考にしております河

川砂防技術基準のほうが改定になりまして、その中で計画河床という言葉が川の

底を平らに掘削してしまう、というイメージがつきやすいということから、川の

中の自然がうたわれている中で非常にふさわしくない、ということで計画河床高

は使わない、というような指導を受けておりまして、その中でどういった言葉が

いいのかな、ということを考えまして、他県さんの基本方針とか整備計画を見て

みますと、その中で想定河床高という言葉が多く使われておりましたので、今回

使わさせていただいた、ということで、特に想定河床高にしなさいというような

ものではございません。

○委員
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それから、もう１つ確認ですが、この図の中の想定河床高っていうこのライン

は、過去、昭和６０年の時に一度、これ計画作られていますよね。

○事務局

はい。

○委員

その時のものと同じなんでしょうか、それとも縦断形状は今回、変えたのか、

これはどうなんですか。前回あったはずですよね、縦断図が。

○事務局

同じです。

○委員

同じですか。で、最深河床高が随分、高いですよね。これ改修は暫定的だけれ

ども、概成してるという時に、私、先ほど最深河床高っていつなのか、っていう

ことをお尋ねしたのは、６０年、もう既に約３０年経ってる、計画が動いてから

ですよ。

そうすると、もし現在であれば、この想定河床のところにあるべきですよね、

本来は。

○事務局

はい。

○委員

ということで、この最深河床がいつなのか。６０年当時なのか現況なのか、そ

のへんをお尋ねしたわけです。

○事務局

はい。

○委員長

時間が迫っていますので、細かい話は直接、アタックしてください。現地をと

にかく１回、見ようじゃないか、という話が出ましたので、その時までこれお預

けと。

それと、手直しするようなところは余りないような気がしますけど、きょうの

ご意見の中でピックアップして、手直しするようなところがあったら、次回まで

に、現地でやってもいいですね。ということで皆さん、どうですか。

じゃあ、次回もよろしくお願いいたします。

事務局から外に何か報告することありますでしょうか。

○事務局

今年度の開催の予定について、少しお話します。

今年も例年どおり３回から４回程度、開催させていただきたいと考えておりま

す。ですから、あと少なくとも２回から３回はお願いしたいと思います。
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次回の時期につきましては、我々の作業状況もありまして、まだ未定なんです

、 、 、けれども 今お話に出ました日和佐町で また現場でという話もありましたので

委員長と相談させていただいて、検討いたしまして決めたいと思います。

今年もよろしくお願いします。

○委員長

以上ですか。

○事務局

はい。

○委員長

。 。これできょうの議事はすべて終了いたします どうもありがとうございました

○司会

どうも長時間にわたりましてご討議ありがとうございました。ただ今、各委員

の皆様方からいただきましたご意見を整理しまして、今後の事務を進めてまいり

たいと思っております。

。 。あと何か今回の会議でご質問等ございませんでしょうか よろしいでしょうか

どうもありがとうございました。それでは、最後に河川課長のほうからお礼を申

し上げます。

○事務局

本日は、貴重なお時間を割いてご出席していただきまして、本当にありがとう

。 、 、 。ございました また ご熱心にご討議いただきまして 本当に感謝しております

事務局のほうから次回、できれば現地を見るなりして、再度ご意見をいただけ

れば幸いだと思っております。

本日はどうもありがとうございました。

○司会

これで第１３回とくしま川づくり委員会を閉会したいと思います。本日は、ど

うもありがとうございました。

以 上


