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第２３回 とくしま川づくり委員会

議 事 録

日時：平成２４年３月１５日（木）

10 00 12 00： ～ ：

場所：千秋閣 ６ 孔雀の間F

【事務局】

それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第２３回とくしま川づくり委員会」

を開催いたします。

本日、会議の進行を努めさせていただきます、県庁河川整備課で課長補佐をさせていた

だいております○○でございます。どうぞ、よろしくお願いいたします。

それではまず 初に、○○河川局長から開会のご挨拶を申し上げます。

【挨拶：局長】

おはようございます。河川局長の○○でございます。

○○委員長さんをはじめ委員の皆さまにおかれましては、お忙しい中、川づくり委員会

にご出席を賜りまして誠にありがとうございます。

それから日頃は、本県の河川行政の推進にあたりまして、ご理解とご協力をいただいて

おりますことについて、重ねてお礼を申し上げます。

、 年程前に 「ベンジャミンバトン」という映画がございました。私は映画が好きで3 4 、

よく見るのですけれども、ブラットピットが主演で老人として生まれて、それから段々若

返って 後は赤ん坊になって死ぬと。その過程で様々な人生を繰り広げるという、 級とA
は言いませんけれども、まぁ 級半ぐらいの映画でありました。それを見てから自分のA
人生を振り返ることがありまして。今朝も友人から、同年代、私より少し下ですが社長を

37 40引退して会長になり、 歳に後を託すと。色々な想いが巡っている訳です。それでも

年、 年。私は 代半ばですけれども、長いようで短いようで、 人バトンタッチする50 50 40
と紀元前まで遡るとか。しかし、それ以前から、今日課題になります川は流れておりまし

て、県下には 程河川がございまして、勿論色々変遷はありまして今と同じではござい500
ませんけれども、我々の祖先以前から川が流れていたという中で、やはり積み重ねという

ものを非常に感じるわけであります。そう言った中で災いにも合いながら、行政の原型に

、 、 。なるようなものができて それから潅漑 環境も配慮して現在の河川行政に至っています

非常に自分の立ち位置とか、我々自身も重いものを抱えていると改めて感じる訳でござい

ます。

今日は事前にお話しさせております課題として 点挙げておりますけれども、この流域2
とか河川とか、また新たな ページがこれから開かれるものと思っています。まずこの川1
づくり委員会から色々ご審議頂いて、これからの整備方針が決まって参りますので、ご審

議を宜しくお願い致したいと思います。冒頭にお願いいたしましてご挨拶に代えさせて頂

きます。宜しくお願いいたします。
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【事務局】

それでは、議事に入ります前にお手元の配付資料について確認をさせていただきたいと

思います。本日の会議資料としましては、 種類ご用意させていただいています。先ず10
資料１、川づくり委員会の次第、一枚物です。資料 パワーポイントの打ち出しと言うこ2

「 （ ） 」、とで 吉野川水系中央南部圏域 飯尾川除く 河川整備計画 住民アンケート調査結果

資料 「吉野川水系中央南部圏域（飯尾川除く）河川整備計画 委員会・住民アンケート3
での意見と対応案」です。資料 「吉野川水系中央南部圏域（飯尾川除く）河川整備計画4
（修正素案 、それから資料 、 でございますが 「吉野川水系中央南部圏域(飯尾川）」 、5 A3
除く）河川整備計画（修正素案 （指定区間）対比表」ということで、前回の 月の素案） 4
に対する今回修正した点を比較したものでございます。それから資料 、もうひとつの議6
題であります「二級河川海部川水系 河川整備基本方針（素案 」です。資料 、パワー） 7
ポイントの打ち出しになりますが「二級河川海部川水系 河川整備基本方針(素案 」資）

料 といたしまして、前回の「第 回 議事録」でございます。それと、 の横で「中8 22 A3
央南部圏域の概要」という航空写真と 「海部川流域の概要」というものです。以上 種、 10
類と、本日の配席表と委員会の出欠表です。以上資料ございますでしょうか。

報告事項がひとつあります。前回までご審議頂いておりました「二級河川立江川水系河

川整備計画」でございますが、国土交通省に対しまして河川法に基づく正式協議を行いま

して、昨年の 月 日に四国地方整備局長の方から整備計画への同意を頂きまして、同日9 2
付けで小松島市と阿南市、関係機関に通知いたしたところでございます。これを持ちまし

て「二級河川立江川水系河川整備計画」につきましては、策定についての手続きが全て完

了いたしましたことをご報告申し上げます。

それでは議事次第に従いまして、ここからは委員長に進行をお願いいたしたいと思いま

す。○○委員長、どうぞよろしくお願いいたします。

【○○委員長】

それでは、議事に入っていきたいと思います。本日の議事の進行にご協力をどうぞよろ

しくお願いいたします。まず一番目の議題でございます 「吉野川水系中央南部圏域（飯。

尾川除く）河川整備計画（修正素案 」でございます。前回の委員会の後、住民の意見を）

伺うということでアンケートを実施しておりますのでその結果も含め説明をお願いしたい

と思います。よろしくお願いします。

【事務局】

おはようございます。河川整備課で担当係長をさせて頂いております○○です。本日は

よろしくお願いいたします。

本日は二点あります。前のパワーポイントを見て頂けたらと思います。まず前半部と致

しまして、中央南部圏域の第一回を平成 年 月にご審議頂きまして、後で説明をさせ23 4
て頂きますが、住民へのアンケートを 月に実施しております。それを受けまして今回平9
成 年 月、第二回目の修正素案を図らせて頂きたいと思います。そして、海部川の整24 3
備方針をお願いしたいと思います。

それではまず、中央南部圏域の方からご説明させていただきます。手元に前と同じ打ち
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、 。 、出し資料があると思いますので それも見ながらお聞き頂ければと思います 先ず簡単に

中央南部の概要を再度ご説明させて頂きたいと思います。中央南部圏域といったことで、

吉野川の下流、石井町から徳島市に向いて流れております飯尾川がございます。それと旧

山川町を流れております川田川の間を、我々は中央南部圏域と呼んでおりまして、この圏

域をご審議頂きたいと思います。それで今回は飯尾川を除くということになっております

が、飯尾川につきましては平成 年の災害を受けまして、緊急的に整備計画を平成 年16 19
の 月に定めております。そこで今回は飯尾川を除くといったことになりまして、その他3
の河川についてお願いしたいと考えております。

まず地形の特徴なのですが、この図面を見て頂いたらわかるように、川田川を除いて、

ほたる川から石井町を流れております神宮入江川、この間の川は吉野川に対して平行に流

れていることが見受けられると思います。今でこそ吉野川が河川堤防で締め切られており

ますので洪水が防げていますが、昔は吉野川自身が非常に暴れ川であったということで、

これらの川も吉野川と一体となって流れていたということが、地形からも特徴として見ら

れると思います。

この圏域につきましては、昭和 年、ないし 年頃にかなり大きな雨が降りました。50 51
それを機に、古い物から言えば昭和 年代から河川の改修を進めてきております。近年30
に至りましては、平成 年の台風 号は記憶に新しいところですが、吉野川で既往 大16 23

21 8の流量を記録した災害がありました そこでかなりの被害を受けていたのと 平成 年。 、

月お盆前になりますが徳島市で時間雨量 ㎜の大きな雨が降った台風だったのですが、90
この時岩谷川の辺りでかなりの浸水被害を受けて、我々としては事業再開をしておるとこ

。 、 、 、ろであります それと記憶に新しいところでは 平成 年の台風 号 ないし 号が23 12 15
有名な所では石井町のフジグランが浸かったという雨がありました。まだまだこの圏域に

つきましては治水安全度が低く、地元からも河川改修をかなりやってほしいという声が大

きくあがっていることが、この圏域の特徴であります。

次に利水につきましては、主に農業用水に利用されております。雨が多い、洪水が多い

といったことで、逆に水は潤っております。渇水の被害報告は基本的にこの辺ではあまり

聞いておりません。

環境面では、植物ではカワヂシャやコイヌガラシといった湿地帯に生えるような植物が

かなり生息しております。それと魚ではメダカといった水路の畦で育つような希少種が見

受けられるといった特徴があります。

先ほども申し上げましたように、昨年の 月に地元のアンケート調査を実施しておりま9
すので、まずはそこからご説明させて頂きたいと思います。

【事務局】

担当の○○と申します。よろしくお願いいたします。それでは中央南部圏域の住民アン

ケート結果と言うことでご説明をさせていただきます。

アンケート調査の方法からご説明させて頂きます。昨年の平成 年 月 日から 月23 9 1 9
日の一ヶ月をかけましてアンケート調査を実施しております。配布方法と致しまして30

は、郵便局のタウンプラスを利用しまして、各戸の方にアンケート用紙と概要を説明した

。 、パンフレットを配布させていただいております アンケートの実施にあたっては吉野川市
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それから石井町にもご協力を頂きまして広報誌に掲載して頂いたりとか、ケーブルテレビ

で放送して頂いたりといったことも行っております。下の表になりますが、実施方法とし

。 、 、ては三つのエリアに分けて実施しております 今回 対象の河川が７つあるということで

1700 1600それぞれのエリアに分けて配布しております 配布数と致しましては 各エリア。 、 、

配っており、合計 部配っております。回答数といたしましては 頂いておりまし5000 1442
て、回収率が ％ということで約 割といった結果になっております。28.8 3

次に回答者の属性についてご説明させていただきます。まず性別で見ますと、男性の方

が約 割、女性の方が約 割になっております。それから年齢別に見ますと、 代以上6 4 60
の方が半分以上と、非常に多くなっております。 代以上の方と合わせますと約 、 割50 8 9
ということになります。これは、各戸、各家庭に一通配っておりますので、どうしても回

答者が高齢の方が多くなってしまったと考えております。住所別に見ますと、まず神宮入

江川、江川エリアにつきましては、回答者は石井町、旧鴨島町になります。石井町は神宮

入江川の流域、旧鴨島町の パーセントというのは江川の流域の方といった事になって62
おります。同じように見ていきますと、桑村川、学島川につきましては、桑村川が旧川島

町エリア、学島川につきましては旧川島町と旧山川町にまたがっているということで、こ

こでの旧山川町というのは学島川上流の方のご意見といった事になっております。ほたる

川、川田川、岩谷川のエリアにつきましては旧山川町が大部分を占めておりまして、川田

川の上流域の方では旧美郷村の方からもご意見を頂いております。職業別に見ますと、会

社員、自営業、公務員、農林漁業の方、主婦の方といった形で、幅広い所からご意見を頂

いているといった結果になっております。

続きまして、回答者の身近な川はどの川ですかということを聞いています。これを見ま

すと、一つには江川が、旧鴨島町なので流域の人口が多い所でございまして、江川の回答

数が多くなっております。川田川につきましては、岩谷川がすぐに隣接しておるのですけ

れども、岩谷川と川田川の流域境が非常にわかりにくいと言うことで、回答者の方の独自

の判断で、実際は岩谷川のエリアの方でも川田川と答えられた方がおられたため川田川に

ついても回答数が多くなっていると思われます。

問 以降、実際に内容を聞いています。問 では何を優先的に行えばよいかということ2 2
を聞いております。左上のグラフが一番優先して行うべきというご意見でございます。ピ

ンク色の「治水」が圧倒的に多いといった結果になっております。左下が二番目ですが、

二番目としては「環境・動植物」の保全といった所になっております。結果としては、ど

の川におきましても「洪水に対して安心できる川づくり」という「治水」に対する優先度

を一番高く考えられており、次に「環境 「利水」といった順番という結果になっており」

ます。

問 、過去に浸水被害を受けたことがあるか浸水被害の経験を聞いております。これに3
ついては、この中央南部圏域というのは非常に過去から度々台風などで浸水被害を受けて

きたという地域でございますので、浸水被害を経験した人の割合が非常に高くなっており

ます。特に、岩谷川につきましては半分以上の方が経験があるといったことで、非常に浸

水被害を受けた方の割合が多いといった結果になっております。

、 。次に関連するのですけれども 洪水の危険性を感じますかということを聞いております

これにつきまして、どの川を見ましても「洪水の危険を感じる」という人が非常に多い結
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果、特に岩谷川についてはその割合が多くなっております。この結果は、問 で浸水被害3
を経験した人が多いという事とも関連しておりますし、問 の方で治水をもっとも優先す2
るという意見が多い事に結びつく結果になっております。

続きまして洪水対策として工事以外のソフト対策として何を望まれているか、という事

をお聞きしております。項目と致しましては「ハザードマップの作成 「情報伝達体制の」

強化 「避難体制の確立 「土地利用規制」といった項目でお聞きしております。結果と」 」

致しましてはどの川につきましても 「情報伝達体制の強化」ということで、洪水の情報、

を素早く伝える体制の強化が も望まれている結果になっております。これにつきまして

は、色々な対策がありますが、河川管理者として行える事としては、現在既にインターネ

ットで水位情報など公開しておりますけれど、住民の方にとって更に使いやすくなるよう

な啓発等に努めていく必要があると感じております。

次に問 では、利水を聞いております。この圏域につきましては、河川の水は主に農業6
用水として利用されておりますけれども、これについての満足度を聞いております。これ

につきましては 「かなり満足 「ある程度満足」という方を含めまして、半数程度の方、 」

が満足しておられるということで、不満に感じておられる方の割合は少なくなっておりま

す。一方で「わからない」という方も多くおられまして、やはり利水につきましては一般

の方はなかなかご存じでないと言いますか、関心が低いところも伺える結果になっており

ます。これにつきましては、利水ということですので、農業関係者の方はどうなのか職業

別に見ております。グラフの真ん中に農林漁業の方のご意見があるのですが、これを見ま

しても、満足するという方が多くおられて、不満とする方の割合が少ないです。利水につ

きましては、農林漁業の方も含めまして、不満とする方は少ない結果になっています。

続きまして問 以降につきましては、河川の環境についてお聞きしております。まず、7
水質について聞いております。水質につきましては、川田川では比較的満足度が高くなっ

ておりますけれども、その他の川につきましてはやはり不満とする方が半数以上と多い結

果になっております。この圏域では生活排水の流入の影響が結構見られまして、水質が悪

くなっている所もございます。住民の方もやはり水環境の改善は望まれているという結果

になってございますので、これについては対策をとる必要があると考えられます。

次に河川の利用についてお聞きしております。これにつきましては川別に見ますと、江

川、川田川では比較的満足度が高くなっております。江川につきましては親水性に配慮し

た快適な水辺空間として江川鴨島公園が整備されている、川田川につきましては天然記念

物のホタルの生息地がり、また流域が比較的大きいため河原も広く、親水性が高い所から

満足度が高い結果になっております。ただ、それ以外の川につきましては、不満と考える

方が非常に多い結果になっております。これについては、川を安全に利用して頂けるよう

な水辺空間となるように、例えば官民協働で草刈りなどを行ったりして、出来るだけ空間

利用の質の向上を図っていく必要があると考えております。

次に河川内の草木についてお聞きしております。これにつきましては江川では 「今の、

ままがよい もっと生えた方がよい といった結果もありますが 総じてどの川でも 伐」「 」 、 「

採して欲しい」という意見が半数以上と多くなっております。やはり治水上は支障となる

、 。場合もございまして その点についてはやはり住民の方もご心配されていると思われます

ですので治水上支障となるような草木がございます場合は、環境にも配慮しながら必要に



- 6 -

応じて伐採等の対策も行っていくという事が求められていると考えております。

次に問 の方で、今後の河川環境で何を望まれるかということをお聞きしております。8
項目と致しましては 「水質の改善 「親水公園等の整備 「動植物の生育・生育環境の保、 」 」

全」といった項目でお聞きしております。結果といたしましては、どの川でも「動植物の

生育・生育環境の保全 「水質の改善」を望まれる方が多くなっています。特に、神宮入」

江川につきましては水質が悪いということもございまして 「水質の改善」を望む人の割、

合が半数以上と多くなっております。今後の河川環境につきましては、治水・利水などと

の調和も図りながら必要な対策も取っていくということが望まれている結果になっており

ます。

次に問 の所で、水質を改善するためにどのような事が必要がということを聞いており9
ます。項目と致しましては、三つの視点からお聞きしております。汚水処理対策といった

事で「下水道・合併浄化槽の整備 、そして主に河川事業ですることになるとは思うので」

すけれども「ヘドロの除去 、それから各家庭で出来る事といった所で「家庭から汚水を」

流さない 、この三つの項目でお聞きしております。結果としてはどれについても概ね同」

じくらいの割合になっております。ここでは複数回答可で選んで頂いている所もあって、

ある程度答えがばらついた所もありますが、一つ言えることとしては、回答数が 程2000
ということで、複数回答でどれも大事だと丸を付けられている方がおりますので、やはり

水質の改善についてはこの項目どれも必要である事は認識されていると思います。水質改

善に向けては、河川管理者だけでなくて地域住民の方や関係機関とも連携して取り組んで

いく必要があると考えております。

問 では官民の連携・協働について聞いております。項目としては「堤防などの草刈10
り 「清掃活動 「防災訓練・防災学習」それから「自然観察会・環境学習」の四つの項」 」

目で聞いております。結果としてはどの川で見ましても「清掃活動」それから「堤防など

の草刈り」に取り組むべきという方が非常に多い結果になっております。地域住民の方、

ボランティア団体による草刈り・ゴミ拾いなど、既に行われている所もあるのですが、更

にこういった活動を支援していく事、それから教育機関とも連携して環境学習等を通じて

意識啓発などを推進していく事が必要であると考えております。

、 。後の問では川づくり全般につきまして自由なご意見 ご要望等をお聞きしております

非常に多くの様々なご意見を頂いております。頂いたご意見を分野別に分けると、ここで

も「治水対策」に関する意見が非常に多くて、中でも特に浸水被害の経験が多い岩谷川や

学島川でその割合が多くなっております。次いで多いのが「水質・水量」に関するご意見

でございまして 河川別では神宮入江川でその割合が高くなっております その他には ゴ、 。 「

ミ・草刈り」ですとか「維持管理・点検」に関する意見も多く頂いております。自由意見

、 「 」 、を見ましても やはり川づくりにおいて も望まれておりますのは 治水 といった所で

次いで「環境」となっていることが分かります。

後は今までのまとめになります。やはりどの川でも「治水」をやって頂きたいという

意見が一番多い結果、利水に関しましては、どの川でも「満足している」人が多い、それ

から環境につきましては、水質、空間利用共に満足度は低く「不満」とする方が多い結果

になっております。あと、河川内の草木につきましては伐採した方がいい人が半数以上と

多い結果になっております。今後の河川環境につきましては「動植物の生育・生育環境の
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保全 「水質の改善」を望む人が多い結果になっております。工事以外の洪水対策として」

「 」 。は 洪水の情報をすばやく伝える体制の強化 が も望まれている結果になっております

連携・協働に関しましては「清掃活動 「堤防などの草刈り」に取り組むべきという人が」

多い結果です。以上でアンケート結果についてのご説明とさせて頂きます。

【事務局】

今のアンケート結果と、前回の委員の方の意見を受けまして修正素案をまとめさせて頂

いております。資料 と資料 を見て頂ければと思います。資料 と平行してご説明させ3 5 3
て頂きます。

前回の委員会で、○○委員の方から治水面、環境面の両方におきまして個性的なものは

ないかと、特に環境面につきましては圏域一体をそのまま書いているような所がございま

したので、各川ごとについて記述を書き直しております。資料 の ページを開けて頂5 11
くと、環境面につきましては前は全部一式に書いておりました所を、各川ごとに書かせて

頂いております。この圏域につきまして、川田川は山間部を流れているといった地形的特

徴があり、桑島川・学島川・ほたる川につきましては非常によく似ています。ここにつき

ましては水田部を流れている所で、希少的な動植物につきましてもそういったものが見受

けられると記述をしております。江川につきましては、川幅が広い所で、意外とここは自

由度があること、そして水質が良好であるというのは江川の特長である一方で、神宮入江

川につきましては水質が少し問題であることを環境面で記述しております。

資料 の ページ目、洪水の記述の仕方について、河川改修をするにあたって大体何分3 2
の一の雨に対応といった言い方を今までしてきております。○○委員の方から、ただそれ

だけでは分かり難いということで、近年の洪水に例えると何年の雨に対応するかといった

事を追記させて頂いております。例えば資料 の ページを開けていただければ、神宮5 17
入江川は前は「概ね 年に 回程度発生する」という記載だったのですが 「平成 年の5 1 16、

台風 号と同程度の洪水」と記述をさせて頂き、一般の方々にも分かり易くする、イメ23
ージしやすくするような記述をさせていただいております。

、 、それと 連携・協働の所では前回○○委員と○○委員の方からご指摘がありましたので

ここも充実をさせております。資料 の ページの所で、先ほどの説明にもありました5 37
が我々が取り組んでいる事の一つに連携・協働といたしましては、河川の維持管理での連

携・協働があります。具体的に言いますと、草刈りは今まで我々の主の維持管理の仕事と

して行ってきましたが、今は地元の方に我々と一緒なって草刈りを行って頂くということ

をかなり進めております。そういった記述を書かせて頂いております。環境面につきまし

ては昨年、県内で小中学生を対象に 校程、環境学習を行っております。こういったこ20
とも、今後非常に大切な事と思いますので推進していくことを書かせております。

簡単にご説明させて頂きましたが、以上前回の委員の方のご意見から追記・修正させて

頂いた所です。資料 の ページ目につきましては、先ほどご説明したアンケート結果の3 3
反映状況です。基本的にわれわれが整備計画の修正素案を書かせて頂いてる中に、住民の

方のご意見を反映できているのかのチェックとして赤書きで書かせて頂いているところで

あります。

以上が「中央南部圏域（修正素案 」の説明になります。よろしくお願いいたします。）
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【○○委員長】

はい、ありがとうございました。それではただいまご説明いただきました分について、

皆様からご意見等を承りたいと思います。どうぞよろしくお願いします。

【○○委員】

初にじっくりと写真を見て気付いたのですが、地形的な事の質問とそれからもう一点

関係することをお聞きしたいと思います。まず質問ですけれども、江川と神宮入江川は元

々昔は繋がっていたのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

【事務局】

そこまで過去のことを調べ切れていなくて、確かに江川の河口部を見ると、人工的な所

も見受けられるので、どういった付け替えの仕方をしたのかは分かりかねるのですが、吉

野川の堤防を築堤した歴史などがありありますので、その辺はまた調べさせて頂けたらと

思います。

【○○委員】

それともう一つ。洪水の時は江川の水が神宮入江川の方に流れ込むと言うことはないの

ですか。

【事務局】

今はそう言ったことは基本的にはありません。

【○○委員】

この分水点の所にはかなり高低差があるのですか。

【事務局】

高低差は無いですけれども、 江川も神宮入江川も基本的に掘り込みになっていますの

で、基本的にはありません。

【○○委員】

大体同じようなスタイルですか。

【事務局】

はい。

【○○委員】

、 、それで神宮入江川の水質が非常に汚いと 江川の方はまあまあといった感じでしょうか

あるいはかなり綺麗なのでしょうか。江川は湧水で有名ということもあって、普段の水は

江川からそのまま吉野川に入ってしまうわけですね。江川の下流側の樋門あたりに、神宮
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入江川にポンプアップすると多少水質は改善されるのかなと。本来このあたりは農業関係

とか、畜産関係とかがとても多いようですけれども、江川からそのまま吉野川に入れるよ

りは、神宮入江川に入れたらどうかなと、今までそのような事を検討させていたならいい

のですが、その辺を教えて下さい。

【事務局】

河川整備課の補佐をしております○○と申します。今、○○委員が江川の水を神宮入江

川の方にポンプアップ出来ないかというご意見を頂きました。これまで検討したことはあ

るのかということも併せてご質問いただきました。そういったことは、おそらく検討して

いないと思います。神宮入江川につきまして、資料 の ページに改修の平面図があり4 23
ますのでご覧頂ければと思います。この図の左端が上流端になるのですが、現在改修済み

は河口から ㎞で、上流はまだ未改修区間になっています。また川幅も狭くてここに直3.4
接水を流し込むという状況には整備が出来ておりませんので、直接そこに流し込むという

のは、ちょっと難しいのかなと思っております。神宮入江川の水質に関してはかなりご要

望もありましたので、徳島引田線、六条大橋の所辺りから、井戸水をポンプアップして水

を流したりという事は行っていますが、やはり市街化の影響もありなかなかその効果は…

といった状況です。

【○○委員長】

ありがとうございました。○○委員のご意見、アイデアとしては可能性があるかと思い

ますが、今回の整備計画に入れるのはちょっとハードルが高いというイメージですかね。

それで対応頂けたらと思います。その他、お願いいたします。

【○○委員】

いつも委員会で言う事ですけれども、水質に関して河川管理者が対応できることはほと

んど無いと思います。むしろ、どこが汚染源なのかを示すことが重要だと思うのですけれ

ども、今の神宮入江川においては竜王団地が結構大きな要因ではないのですか。

【事務局】

神宮入江川では竜王団地だとほとんど河口、下流部になりますので、やはり石井町全体

からです。

【○○委員】

全体からですね。環境教育とかをバックアップしていって水質とかを分かるようにして

いきたいという話もあると思いますし、その流域の中でどんな風に水が汚くなっていって

いるのかということと、汚染源に対応できるような仕掛けがしっかり出来ていくことが、

アンケートでも家庭排水を頑張ろうと頭では思っていても実践する人はなかなかいないの

で、そこをどうやって結びつけるかという事が、余りお金も伴わず仕掛けていけたら良い

と思います。住民自身がその川の目標作りを考えていけるような仕掛けをどうやって作る

のかというような、もっと具体的なビジョンを含めて計画の中に盛り込んでいけたら良い
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なと感じております。

あと一つは、草刈りと水質は一緒なのかという感じがあって、草の中でも植物とかハビ

、 。タットの保全と言っていながら 一様に苅ってよいのかどうかという疑問が若干残ります

川の中にどうゆう植生とか、ハビタットはどのようにあるのがよいかという事も気づいて

いけるような環境教育、バックアップ体制をいかに作るかが重要な感じがしました。コメ

ントですけれども、ソフト面に関する計画はしっかりと段階、どうゆうステップで行って

いくのかなかなか計画に書いてくれないですけれども、治水対策、情報、インフラ整備も

含めてソーシャルキャピタルを上げていくためのメソッドをしっかりと計画の中に盛り込

んでいけたら好ましいと思います。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

【事務局】

今の委員のお話の中で、先ほど我々は環境学習を行っていると申しましたが、具体的な

方法としては、小学生を対象にパックテストなどを行っております。ただ、今委員の話を

聞いて思った事は、地域特性はなかなか出ていないのかなと、どこもかしこも同じ事を行

っているという事は確かにあります。地元の川の水質と比べるという事は行っております

けれども、委員が言われたハビタットとかについてはまだまだ勉強不足の部分があります

ので、そういった所を勉強しながら少しでもバージョンアップしていけるような環境学習

を来年度は出来たらと考えている所です。

【○○委員】

ページの神宮入江川の一番上流、ここはほとんど用水路のような川になっていて、23
それが水質汚濁に関わってくるのかなと、もう少し川幅があると水質改善に繋がっていく

のかなと、先ほど思いました。図を見ると河川改修が上流まで行われていなくて、その辺

で河川改修をしても水質は変わっていかないのかなという気がします。この程度の河川改

修であれば、と気になった所なのでご検討頂けたらと思います。

ページで確認なのですが、神宮入江川と江川に赤字で書き込みがされているのです17
が、神宮入江川の方は平成 年の台風 号と同程度で、江川の方は 号と同程度とい16 23 15
う事でよろしいでしょうか。

【事務局】

はい。これは非常に難しい所がありまして、治水計画を立てる時にここの圏域につきま

しては、ピークの流量、つまり雨が降ったとき 大流量だけを取っています。ですから例

えば平成 年の台風 号の特徴というのは、吉野川の流域の方向に台風が動いたという16 23
特性がありまして、そのため吉野川の流量がものすごく上がりました。吉野川の流量が上

がったものですから、我々が管理している中央南部圏域の各河川の水が吉野川に捌けてい

23 15なかったことが浸水の大きな原因が一つあると考えています。一方で平成 年の台風

号というのは、台風がなかなか動かなくて総雨量が多いというのが雨の特徴です。我々は
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雨を捉えて流量にするのですが、雨の降り方によって、総雨量が多くてもピーク流量が少

なければ、流量はなかなか上がってきません。逆に平成 年の 月の台風では、前後は21 8
そう大した雨ではないのですがピーク雨量が時間 ㎜というゲリラ豪雨のようなものが90
あると、流量が一気にそこだけシャープにあがってしまいます。そのようなことを解析し

た中で、一番流量に合う雨がどれかと考えて出したのがこれであり、全てが一致するかと

聞かれるとなかなか難しい所があります。ただ、昔の昭和 年、 年の雨と書くと逆に50 51
近の方に分からない事もあり、記述するにあたって少なくとも平成 年以降の雨を並16

べてみて、どの雨に一番近いかと考え書かせていただいた所です。やり方としては、そう

いうやり方で書かせて頂きました。

【○○委員】

という事は、この地点でのピーク流量が一番高い時ということですよね。どこかにそれ

を明記しておいても良いと思います。平成 年の台風 号の方がすごく大きいように思16 23
ったので、気になりました。

【○○委員】

ここ、ポンプ場があるでしょう。今の問題はピークだけの問題でなくて、湛水の問題が

ある。湛水の地域は難しい。ピーク流量だけではこういう地域は河川改修は出来ないと思

います。

【事務局】

○○委員のおっしゃる通りでして、吉野川が非常に大きな川で、ひとつの台風をとって

みた時に、吉野川のピーク時間と各川ごとのピーク時間は、我々の管理する川は小さな川

ですから、考えとしては先にピークの来るので、先に吐かせてしまうという考えがありま

す。確かに、吉野川に対する内水という考え方につきましては、吉野川の堤防は国土交通

省の直轄管理、排水機場は国が全て管理して頂いております。その辺は国と連携しながら

ですね。今年ほたる川では、ポンプ場の設置を新規で立ち上げて頂いているところであり

ます。そういった事で国と連携しながら、行っていきたいと思います。

【○○委員長】

対応についてはそれでお願いしたいと思います。○○委員からご指摘頂いた、この「同

程度」ですが書ける範囲でどういう観点から見て同程度か。

【事務局】

書き方については工夫させて頂きます。

【○○委員長】

○○委員どうぞ。

【○○委員】
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アンケート調査は非常に良かったのではないかと、色々な意見も頂いて将来行政で活用

。 。 「 」できると思うのです 評価したいと思います 古い方の資料になりますが 川田川の渡し

について、私が附属小学校の時に徳島からわざわざ行って渡しに乗ったり色々しました。

川田饅頭も買って帰ったり。それで「渡し」があったという事を、詳しい調査は要らない

11とは思いますが 使っていたということはどこかに書いておいた方がいいかと思います、 。

ページに川田川の事を書いておりますけれども、古くは「川田の渡し」があって学校教育

の現場で、あの空間は非常に遊べる、何かに使えそうな、そういう想いがいたしましたの

で。それと吉野川遊園地も閉園になりましたけれども、やはり皆の娯楽の場所でもあった

ので、記載があった方が良いかと思います。

それから岩谷川は山の間を流れている川ですから、人が住み着いた場合は汚れたり、色

々な治水などで意見が出てくるとは思います。将来的にはこのような所は湿地の植物も多

いし、メダカも多い。人が住み着けない建築許可等がおりないようにして、環境を残して

いくという事は行政的にできないのでしょうか。お伺いします。知床が、 初は色々反対

意見もあるのでしょうけれども、ここは人が住み着かないようにしましょうと、貞光川と

か水辺に近づいて行けない所は水質が綺麗に残っているように、ここもそういう決まりが

あった方が良いのかなと思います。以上です。

【○○委員長】

ありがとうございました。大きく二つありました。前半と後半と分けて、後半はちょっ

と難しいかなと思いますが、何かご意見ありますか。

【事務局】

まず「川田川の渡し」につきましては、調べてみましたが見つけられなかったのです。

○○委員がおっしゃっているのは、吉野川を渡っていた渡しのことなのですか。

【○○委員】

それを「川田の渡し」と言います。

【事務局】

分かりました。川田川を渡っている「渡し」なのかなと思って調べていたので見つけら

れませんでした。趣旨が分かりましたので、その辺は記述したいと考えています。それか

ら後半の土地利用の話についてですが。

【事務局】

岩谷川の平地部につきましては既に開発がある程度進んでいますので、今から完全に人

が住まないようにという規制は難しいかなと思っております。河川の方で考えております

のは、ほたる川において吉野川市さんが浸水エリアにおいて家が建たないようにという規

制は行っておりますが、汚濁源の規制というか、そういった規制は難しいかなと考えてお

ります。
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【○○委員】

ありがとうございます。

【○○委員長】

方向性としては、これからの社会で議論すべき事でしょうし、どっちかと言うと私の専

門という気がいたしました。環境問題とか、防災、危険地域は土地利用規制をして、とい

うのと同じような問題ですね。基準はどのように作るか、理念を議論して規制という、現

状ではハードルが高いと感じております。

ありがとうございました。他にどうぞ。

【○○委員】

大変良いものになってきたなと思います。ありがとうございます。単なる記述の問題で

すが、図の出典の書き方について 「出典：徳島県」というのは我々の意見ではそれはな、

4 38 23いだろうと思います 修正素案の資料 ページに 出典：徳島県の河川と海岸 平成。 、 「 （

年 月 」と書いてありますが、こういうのが本来の書き方だと思います。年が入らなく11 ）

ても良いのもあります。例えば、徳島県の希少生物のなんとかとか、見た人がどこから取

っているのか分かるように、それだけは記載して頂きたいと思います。同じように慌てて

作られたかと思いますので、フォントとかハイフンとかは色々なものが使われていますの

で、やはり読みやすいように統一して頂きたいと思います。

【○○委員長】

よろしいでしょうか。それでは。

【○○委員】

こないだもお話ししたのですが アンケート結果でも住民の方が一番求めているのは 情、 「

報提供」ですよね。それで、一番 後の方に情報提供の図が出ているのですが、 に載HP
っているよということですが、 のどこを見ても行きつかないという事が多々ありましHP
て。どこに掲載されているのか。特に洪水が起こって大雨警報とかが出たときには、出来

るだけ徳島県の のトップページにそのリンク先をのっけてもらって、その情報を見れHP
るような、今どうなっているか私も殆ど 近見ていないのでどうなっているかわからない

ですけれども、情報が入手しやすい体制を是非お願いいたしたいと思いますのでよろしく

お願いします。

【○○委員長】

はい、住民アンケートでもありましたよね。これは計画ですけれども、実際の行政でも

出来ること…

【○○委員】

今でも出来る事なのです。
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【事務局】

の管理者とも相談させていただいて、すぐに改善できるところは改善させていただHP
いて、我々の意見としても申し入れはしたいと考えています。ありがというございます。

【事務局】

今の補足いたしますと、災害時、例えば警報が発表されまして県が災害対応になった場

合の県のＨＰには、通常の から災害対応版の に移りかわるようになっておりましHP HP
て、災害対応の被害情報などが一目瞭然でトップページに出るように切り替えるようにな

っておりますので、ご覧頂けたらと思います。

【○○委員】

その関連なのですけれども、インターネットが使える私達は大丈夫なのですが、インタ

ーネットが使えない人達への情報発信はどのようにしていくのか、というのは非常に必要

なのではないかと思います。自主防災組織とかそのようなものが地域で発達している所は

そこに上手く情報が行って、入られている方々に情報が行くような仕組みというものも加

えていくことで、現状が分かる人は良いのですが、そうではない人達への連絡体制という

のも何か仕組みとして必要なのではないかと思いました。

【○○委員長】

仰るとおりと思います。高齢化がどんどん進んできていると。私くらいが境かもしれま

せんが、それより上の人となるとなかなか厳しいかもしれませんので。行政も色々考えて

いると思いますが、やはりそういうのを伝えていくというのがとても大事だと思います。

他にございますか。大体よろしいでしょうか。事務局もよろしいでしょうか。修正素案

ということでご意見いただきまして、概ね了解と言うことで。

一言だけ、○○委員が言われた事と全く同感のことで重複しますが、とても大事だと思

っております。アンケート調査で出てきた問題点、住民の皆様が捉えている問題点と、河

川管理者が抱えている問題点は、ほぼ同じ事だったと思うのですが、その問題を解決して

いくためには、住民、行政で一緒に共同作業をすると。あるいはボランティア団体とか関

係機関と一緒にするという事をあげているのですけれども、それは河川管理者自力で、裁

量で可能な範囲を超えていると思います。自力でやれるところは頑張れば出来ると思いま

すが、応援や協力は大変です。今の課題としてはそこが中心課題となっているような気が

します。本当に自力で出来ない所は大変だと思います。そこの所を、具体的にどうするか

を考えていただけたら良いなという印象を持ちました。以上です。

それでは、これで修正素案についての意見交換は終わります。皆様からご意見頂きまし

たので、それにつきましては事務局の方で対応して頂いて、一回私に見せて頂いて、委員

の皆様にもご報告するということにしたいと思います。住民の皆様の意見も反映して、委

員の皆様の意見も反映したという事で、この整備計画については了解と言うことにさせて

いただいて、次のステップに進んでいくという事ですが、よろしいでしょうか。それでは

そのようにさせていただきます。

では二番目の議題に参りたいと思います。二番目の議題は「二級河川海部川水系河川整
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備基本方針（素案 」になります。これにつきまして、説明をお願いいたします。）

【事務局】

「二級河川海部川水系河川整備基本方針（素案 」になります。資料 になります。海） 7
部川の位置的には、皆様ご存じだとは思いますが、県南に位置します。流域面積としては

を越えています。206 ㎢
地形の状況と致しましては、山間部が約9割を占めていまして、河口域にわずかですが

平野があります。そこで海陽町の住民の方が活動をしているということであります。

気候の状況と致しましては、平均雨量が ㎜を越えるということで、県内は勿論日3,000
本全国の中でも多雨地帯という特徴であります。

自然環境、上流部では急峻な地形の中を蛇行しながら流れております。荒瀬といった地

名がありますように瀬がかなりあります。希少な動植物といたしましては、アマゴ、鳥類

ではヤマセミが確認されています。

中流域では、上流域とほぼ同じように見えますが、上流域は山の 字を流れておりまV
すが、中流域になると山の間に瀬と淵がありまして、田んぼなどを耕作しているところも

、 。ありまして人の活動が見受けられることで 上流域と中流域を分けさせて頂いております

希少な動植物と致しましては、スナヤツメ、アカザ、それからここはやはりアユが有名で

して、河口からかなりアユがのぼってきているという事であります。

下流は平野部になっております。後でまたご説明させて頂ますが、ここは河川改修がほ

ぼ完成しておりまして、平野部をゆっくりと川が蛇行しながら流れているような形が見受

けられると思います。下流には人口が集中しておりまして、 ないし国道 号線が走っJR 55
ております。希少な動物と致しましてはアユカケ、モクズガニ、イカルチドリといったも

のが見受けられます。

それと支川の母川が、図面の下側を流れております。ここに昔オオウナギが確認されて

います。それと海部川の河口部の方に流れております善蔵川があります。そこでヒメコウ

ホネ、そしてメダカといった希少な動植物が見受けられます。

水質ですが、ここは 類型、 類型という類型指定がされております。皆さんご存じA AA
のように海部川は非常に水が綺麗です。 では 以下ということで、確かに現場にBOD 0.5
行きましても非常に綺麗な水が流れている事がこの川の特徴となっております。それと先

週委員の皆様に大腸菌についてご説明させて頂きました。大腸菌が多いことで、先週と違

って大腸菌群数の適合率という書き方をさせて頂いております。適合率とはどういったこ

とかといいますと、ここは毎月一回水質調査を行っておりまして、例えば表の中段になり

ますけれども、 類型においては大腸菌は 以下、 類型だと 以下とA 50MPN AA 1,000MPN
いった数値基準を設けられているのですが、その数値をどれだけ満足しているかといった

事を適合率と呼んでおります。どうしても冬に水量が少なくなると、上がってくることが

見受けられます。他の河川と比べて大腸菌の数値はどうなのかと言いますと、調べたとこ

ろですと吉野川と同等程度です。大腸菌に関してはそのように考えております。

次に、過去の洪水の被害です。やはり多雨地帯と言ったことで、かなり洪水被害が発生

しております。主なところでは、 年のジェーン台風ではかなり大きな被害出ており1950
ます。近年では、平成 年の 月、既往 大の雨量ないし流量を観測しております。平10 5



- 16 -

成 年の台風 号では、吉野川水系では平成 年につきましては台風 号の方が有名16 10 16 23
ですけれども、那賀川とか海部とかの県南の方では平成 年では台風 号の方がかなり16 10
大きな被害があった事が記録されております。その時の写真です。上が昭和 年のジェ25
ーン台風の時の写真です。それから下が平成 年 月、近年の中で大きな被害があった10 5
台風の写真であります。右下が平成 年の 号台風というのが、海部川において水位、23 12
結局水量イコール流量なのですが、水位観測している中で一番高かった所です。

治水の沿革なのですが、海部川につきましては、古くから改修が進められています。昭

和 年に中小河川改修として着手をしております。先ほども言いましたようにほぼ河川24
の改修が概成しております。昭和 年には長泉寺谷川と母川の方で河川改修を行ってい46
て、支川も下流域においてはかなり河川改修が進んできておりまして、ほぼ概成しており

ますのがここの流域であります。

地震・津波の被害といった事で記述をしております。過去から 年ないし、 年の100 150
間隔で、南海地震が起こっております。記録にある所で古いところでは慶長の南海地震が

、 、 、1605 100 1707年にありまして それから 年後の宝永の地震が 年 近では昭和南海地震

左下にちょっとわかりにくいですが浸水家屋としては 棟くらいありましたという記録80
が残っています。

水利用と致しましては、水利権としての水利用といたしましては農業用水が主でありま

す。それから先ほども申しましたアユ釣りが非常に有名なのと、レジャーとしてキャンプ

をしたりカヌーをしたり、それからパラグライダーが飛んでいるような姿も見受けられま

す。非常にレジャーとしての空間利用をされているのがここの川の特徴であります。

社会環境ですが県南にあることもありまして、人口はずっと減り続けています。それか

ら産業的なものとしては第 次産業がかなり減ってきていて、第 次産業が増えてきてる1 3
ことが、ここの流域の特徴であります。

歴史・文化と致しまして、この写真の右上になります母川がオオウナギの生息地という

。 、 。ことで天然記念物の指定を受けております 海部川の奥に行くと有名なのが 轟ノ滝です

滝の百選にも選ばれています。河口では、右下の写真になりますが、大里海岸も非常に綺

麗な砂浜であるような所で、歴史・文化という資源が残されている所であります。

今までが海部川の概要でありまして、今からが海部川の基本理念と整備方針といったこ

とで、県といたしましては三つの基本理念 「安心・安全」それから「環境面」それから、

「活力面」こういったものを持っております。今回の海部川の目標と致しましては、自然

が非常に豊かに残っておる、そして清流と呼ばれているといった事から 「人と自然が共、

生し、次世代に誇れる自然豊かな清流」といったコンセプトを持って今後川づくりを行っ

て参りたいと思います。

、 「 」 。 、具体的な方針と致しましては 先ず左上の 治水面 になります これにつきましては

ここは河川改修がほぼ終わったということなのですけれども、その時には 年に 回程50 1
度の雨に対応するように河川整備を進めて参りました。それを解析すると平成 年 月10 5
の豪雨に匹敵するということで、これと同規模の雨が降った時には下流へ安全に水を流す

ことを方針としたいと思います 「高潮」につきましては、第二室戸というのが海部川だ。

けでなく徳島県全体で高潮被害を受けました。これと同規模の高潮があった時に防ぐとい

うことを治水の方針としたいと思っております。
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「 」 、 。地震・津波 に対しては 具体的な整備につきましてはまだまだこれからになります

ハード面、ソフト面の両面から地震・津波に対策を進めて参りたいと考えております。

「環境面」につきましては、生態系に当然配慮すると。清流があって住民に非常に親し

まれていることから、今ある綺麗な河川空間を守って行きたいと考えております。

「 」 、 、利水面 いわゆる流水の正常な維持につきましては ここはダム等がありませんので

流量の調整施設というのはありません。しかしながら、本来川がもっている流量は把握す

る必要があると思っていまして、流量観測等がまだまだ出来ていませんので、そういった

水量調査を今後行って、情報収集に努めたいなと考えております。

「基本高水」先ほどの洪水に対する所の具体的な流量といたしましては、言いましたよ

うに 年に 回の雨に対応するということで、清流橋というのが河口から約 ㎞地点に50 1 2
ありまして、そこでの流量を と定めまして、この流量を安全に下流に流すことを治2,600
水の方針としていきたいと思います。これは流量配分図と呼ばれているものでありますけ

れども、ここの地点での断面図であります。ちょっと見にくいですが、右下に断面があり

まして赤線が計画断面、つまりこの断面だと安全に下流に流れる事です。適正な維持管理

に努める事を考えております。

「流水」につきましては先ほど言いましたように、基本的には農業用水に利用されてい

ます。下の二つの写真は、その取水堰であります。大井堰と神野堰というのが主な堰とし

て海部川には設置されておりますけれども、そういった水利用につきましても今後適正な

調査を行った上で検討を進めたいと考えております。以上で方針の説明を終わらせて頂き

ます。

【○○委員長】

はい、わかりました。ただいま、海部川水系の基本方針につきまして説明がありました

が、皆様方からのご意見をお伺いしたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

【○○委員】

初にちょっと質問させていただきます。パワポの 、 ページの上空から見た航空写7 8
真ですが、これは何年頃の写真でしょうか。現在ですかね。

【事務局】

平成 年くらいです。20

【○○委員】

それでちょっと気づいたのは、これは地形の状況から見ると冬ですよね。

【事務局】

冬ですね。

【○○委員】

そして表紙を見るとこれは夏ですよね。この河原を見比べると、河原の状況が大分違う
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ようですけれども、河原は経年的に変化していっているのかなと、どうかなと質問させて

いただきました。

【事務局】

ここの川の、土砂の特徴として洪水ごとに動いているという事はあるのかなと。

【○○委員】

こないだの説明の時に、この深掘部と堆積部が交互に変わっている資料を見せて頂きま

したけれども、それは 年間でしたか。10

【事務局】

そうです。

【○○委員】

もう少し長いスパンを見るとどうですか。調べることはまだ出来ていないでしょうか。

【事務局】

そこまではまだちょっと調べきれてはいないです。

【○○委員】

こないだのデータとこの堆積を見ると、堆積河川のような特徴のような感じがあったの

で、堆積河川であるのか、もしくは那賀川なんかは極端な河床低下河川になりますので、

その特徴をきちんと押さえおいて頂いた方が、やはり対策や管理のためには便利、有効だ

と思います。堆積河川であれば、大洪水とかの方に視点を持っていくと。もし低下河川で

あれば中洪水とかの時も、すごい深掘れが進行する場合がありますので、どういう風な河

川であるかを知っておいて欲しいと思います。

もう一点ですけれども、ここは海に近いので地震・津波といった記述がありますけれど

も、減災対策にハード、ソフトの両面からという表現がありますけれども、時代が時代で

ありますので、ハード的な対策というのはどういう風なことを今の所考えておられるのか

お聞かせ下さい。

【事務局】

地震・津波対策ということにつきましては、我々としてはようやく現場の調査に入った

所でありまして、具体的な所はまだまだこれからになります。

【事務局】

ちょっと補足ですけれども、今まで河川の堤防というのは、地震と洪水が同時に発生す

るというの基本的に少ない、地震によって堤防が壊れても、大雨が降っていなければ被害

は少ないと、あまり意識がされていなかった。元々、土堤、土で作っているのですから復

旧も比較的容易であろうと、あまり耐震対策は重きが置かれていなかったという状況で、
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先に河道を整備するとかを先行しておりました。平成 年の阪神淡路以降、直轄の国の方7
で、大規模な河川においては、耐震対策が考えられまして、県としてもそういったことを

その当時少し図った。今回東日本大震災を受けて、今調査を始めた。堤防が高く背後地が

低く、津波が遡上してきた時に越水するという箇所については、まず耐震調査をしてどの

ような対策ができるかということを今年度後半から着手した所です。今回、基本方針と言

うことで、まず大きな方向として、その中で津波・地震対策も取り組んで行きたいという

事もまず書かせて頂いて、具体的な内容については今後作成する整備計画の中でまた書き

込めればと考えております。

【○○委員】

もう一点。国の方は、下流の方の嵩上げ、鋼矢板を打つ、ということが進みかけたとい

うことを聞きますけれども、そういう国の方針を受けて、また国から補助が出るとか、見

えないわけですよね。

【事務局】

徳島河川国道事務所、那賀川河川事務所においてはまず、旧吉野川流域の耐震対策の工

法の検討を始めたといった所でございます。我々の調査は国の補助を頂いております。そ

れで耐震対策を、東日本でも対策をしている所としていない所ではやはり壊れ方が大分違

ったということがありますので、そういった対策をしていきたいと思います。国の方も補

助は一応出来るということですので行っていきたいと思います。

【○○委員】

はい、ありがとうございます。

【○○委員長】

はい、他にありませんか。

【○○委員】

確認なのですが、先ほど高潮の話がありましたけれども、 大どのくらい水位が上がる

のですか。

【事務局】

偏差という言い方でよろしいでしょうか。それでいうと、第二室戸では 偏差があ1.91
るということで、 メートル近く高潮による影響があったと。2

【○○委員】

すみません、偏差とはなんですか。

【事務局】

通常の場合は、予測された水位と実際の計った水位の差です。
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【○○委員長】

予測された数値と実際の数値と言われました？予測された数値を超えて、すごく大きな

高さがあったと。それが偏差ですか。…

【事務局】

台風とかその他のことで潮位が高まってきます。その時の潮位を計ります。その時に例

えば潮位が とします。台風の夜は吹き寄せとかの結果でその潮位になったと。それが2.5
無いと潮位が ではなくて だったりする訳です。普通の何も無い状態では。この差2.5 0.8
を偏差と言います。

【○○委員長】

はい、わかりました。他にありますか。

【○○委員】

基本理念が 「人と自然が共生し、次世代に誇れる自然豊かな清流」という南の方の川、

の大きな特徴だと思いますし、目指すべき河川の姿だとも思います。この間の宍喰川とど

うちがうのかちょっと分からないですけれども。あまり差を付けられないという事情も分

かります。一つの目安として、流域・水系一環としての河川管理を目指すという事はこの

中にも出ていますけれども、生き物については○○委員からアドバイスを頂いたら良いと

思いますけれども、養殖系の回遊性の生き物がどこまで上がっているのかというのは、一

つの指標になると思います。下流域では養殖系の回遊系のものが見えると書いて頂いてい

るのですが、実際河川管理者の覚えていない堰が沢山あって、阻害しているのかどうか、

河川管理者は把握しておいた方が良いと思います。どの堰が生き物の阻害をしているのか

という情報を元に関係機関と協議をして頂いた方がいいと思います。コメントです。

もう一つは、地震と津波が起こると予測されていますが、去年度か一昨年か洪水・大雨

による自然ダム、土砂崩壊による自然ダムというのが、大きなリスクとして表現されてき

ましたけれども、特に県南域の中流河川では急流な河川が直接流れ込むようなそういうリ

スクも可能性の強い場所だとも思います。具体的に河川管理者がそれを予防する事はまず

出来ないと思いますし、一方でそのリスクに対してどうすれば良いのかということは、リ

スクはどのくらいあるのかということを頭に入れながら管理方針を考えていくことも必要

かなと思います。大変難しい事だとは思いますけれども、去年か一昨年の和歌山で起こっ

たことを見ていると思いました。

【○○委員長】

ありがとうございました。他にございましたら、どうぞ。

【○○委員】

パワポの方だと ページの歴史・文化財というところがありまして海部刀とか紹介さ16
れていますが、もう一つ付け加えておいて欲しいのが、この海部川の上流域は林業地帯だ
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ったということです。やはりその豊富な水量、雨量と急峻な山地を背景として、今はそれ

程ではないですが、かつては木頭林業地帯と同じような林業地帯を形成していたという歴

史がありますし、それは言ってみたら自然環境を反映しているということですので、出来

たらどこかに付け加えていただけたらと思います。

【○○委員長】

はい、よろしくお願いします。

【事務局】

はい。

【○○委員】

資料 の素案の文章で、先程の話とも関連しますが、国の特別天然記念物の日本カモシ6
カがいたのではないでしょうか。いますよね。そういうような事や、下流の河口に漁港が

ありますよね。その先の漁業が、やはり川からの栄養に依存しているということがあるは

ずです。定置網とかもそうなんですけれども。川の本流だけの事ではなくて、やはり川は

森からのものを海まで繋げるという役割がありますので、出来たらそのことを加筆いただ

きたいと思います。先ほど○○委員のおっしゃられた林業も含めてですね。山の中の方の

動物、その近くにどのような非常に重要なものがいるかという事と、漁業の部分をお願い

したいと思います。それから○○委員がおっしゃって頂いたような、我々からすると特徴

っていうのは、ダムがないという、もちろん砂防というかそういうものはある訳ですけれ

ども、いわゆる発電とか大型の利水ダムがないということがこの川の非常に大きな特徴で

す。それ故に自然がよく残っているという事だと思うので、その部分は上手に加筆して頂

いた方がいいと思っています。以上です。

【○○委員長】

はい、ありがとうございます。

【○○委員】

天然記念物の植物で、苔か何かありませんでしたか。なんとか草とかいう。かなり前に

発見されたという。

【○○委員長】

それは素案の資料 にある時事の記述の所を、…それを含めてもう一度確認して頂きた6
い。

【○○委員】

林業ということで、炭焼きを行っていたという事も沢山あると思うのです。今も山肌に

引っ付いたように住んでいる人は、飲料水も渓流の水を、自分の水を見つけてその水で生

活している人もいらっしゃるので、自然が本当に総合的に残されているなという傾向があ
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ると思います。

【○○委員】

林業との関連で言うと、林業管理が出来ていない事が崩壊のリスクを上げている。下流

域は農業サイドですけれども、上流域は林業サイドとの協力をと言っても、向こうもどう

しようもない状態ではあるのですけれども、林業管理の在り方も含めて、流域一帯という

意味では、林業の歴史だけではなく現状がむしろリスクを高めているということを河川管

理者が認識した上で河川管理していくということが重要だと思います。

【○○委員】

堰堤のつくりとかが、もともとある河川横断工作物なんかの作りが、林業があることを

前提として作っておりますので、それが流れが変わってきたので、作りが変わってきたと

思うのですね。

【○○委員】

この海部川の特に河口の方なのですけれども、海部ポイントという非常にサーファーに

とって世界的に有名な位置付けがされていて、海部ポイントというだけで世界のサーファ

ーが知っているような所なので、川・町づくりというような視点で、地元の方がそんなこ

としなくていいよというのであれば別なのですが、なにか川を上手く活かして町づくり的

な、観光まではいかなくてもいいのですが、活気があるようなという切り口も一つ入れて

おいても良いのかなと思いました。

【○○委員】

そのポイントって大里海岸の所ですか。

【○○委員】

大里海岸の辺りだと思います。ここの辺りのビーチです。

【○○委員】

河口の方ですか。

【事務局】

この写真の右隅に「河口」という文字がありますけれど、白い波が打っているここがポ

イントです。

【○○委員】

分かりました。続けて一言言わせて貰います。ここに行く回数は少ないのでイメージが

具体的には湧かない事があるのですが、轟ノ滝など本当に素晴らしい所が沢山あって、県

外の方が来られた時にはぜひお連れしたいなと思うような場所であります。本当にこの自

然を残しながらより良い川になったらいいなと思っております。
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【○○委員】

大里海岸は地域の人の散歩コースになっています。私も友人がこちらで生活しておりま

すけれども、都会の人もこちらに来たら、体に静電気が沢山溜まっておりますので、裸足

になってこの海岸の綺麗なところを歩くという事が健康管理にもなり、トータルで海部ポ

イントも全部合わせたら健康作りのポイントになるのではないかと思います。

【○○委員長】

はい、ありがとうございます。いかがでしょうか。

【○○委員】

非常に些細な事になるかと思いますけれども、関連するページは素案 ページ、パワー8
ポイントでは ページになります。今回の議題は整備基本方針ということで、 ページ19 8
の（１）基本高水をどのくらいにするかが一番 初に来るべきものだと思います。二番目

として河道においてどれだけ流すことが出来るか、流せない場合はそれを調節施設で配分

しますよという事で書き方なのですが、国交省のこういう風に書きなさいというフォーマ

ットがあるのですか。教えてください。

【事務局】

国交省と協議すると、県河川の事なので自由にと言うのですけれども、国交省のスタン

スと合わせながらやっているというのが我々の実情であります。

【○○委員】

一番気になるのが、(１）として基本高水に関する事項、(２）として主要な地点におけ

る計画高水流用、そして洪水調節施設が必要になれば（３）として洪水調整施設というの

が、一番筋だっているのではないかと思うのです。今回の川については洪水調整施設につ

いては全然、将来も考えてないはずでしょう。考えてないはずなのにこの洪水調整と基本

高水並びにその河道というのはかなり引っかかるのです。私は河川工学で教科書にも書い

ていますので気になります。基本方針としては初めて出て来たのですかね。もし許される

のならば、(１）基本高水（２）計画高水流量（３）洪水調節施設、そういう項目立ての

方が良いと思います。

それから ページの(１）の 行目「 とし，を河道へ配分する 」ここがおか8 3 2,600 ㎥/s 。

しいので修正をお願いしたいと思います。以上です。

【事務局】

今の委員のご意見について、横並びの話もありますので検討して出来るだけ反映したい

と思います。

【○○委員長】

お願いします。
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【○○委員】

先ほどの○○委員や○○委員の意見とも少し関連しますけれども、この県南域での海部

川圏域の特徴は広い砂浜、牟岐海岸や大里海岸というのは、県南の中では非常に特徴的な

場所だと思います。それはおそらくこの海部川から供給されているものなので、海部川が

この特色のある風土を作り出している事があって、その恩恵としてサービスを受けられる

のだと思います。震災とか津波があって以降の復興目標、一つの風景を作り出す源が海部

川にあると思いますので、河川一体的な、水系一体的な方針と、現状というか、それが何

で作られているのか将来の姿を描き出すのが良いのかなと思いました。

【○○委員長】

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。

これは脱線ですが、○○委員の今の話は、ダムがないという事を含めて川づくりと言え

どもすごく広い範囲で捉えると、もしダムを作ってしまうとこっちで魚が捕れなくなって

しますということもありますか。これは川づくり委員会の範囲を超えているのであれです

が、話としては面白いなと聞かせて頂きました。

それでは、方針と言うことで 初の案について皆様から自由なご意見を頂きました。述

べて言うと全部で10項目くらいご意見を頂きました。事務局の皆様、対応よろしいでしょ

うか。疑問点とかありましたら。

【事務局】

大丈夫です。

【○○委員長】

よろしくお願いします。次のステップとしたら、これに対して修正素案がもう一回出て

くるのですかね。それで再度審議してしていただきます。

それでは、今後の予定について説明をお願いします。

【事務局】

事務局の方から今後の予定についてご説明させていただきます。まず一項目目「吉野川

水系中央南部圏域（飯尾川を除く）河川整備計画」これにつきましては、皆様から頂きま

したご意見に修正を加えまして、その結果、○○委員長に確認を頂きまして、あわせて委

員の皆様にもご報告させていただきたいと思います。その後、地元の石井町、吉野川市へ

の意見照会、それから県庁内部の各課、環境部局であったり農林部局等への協議を経まし

て、 終的には国交省の四国地方整備局の方へ河川法の正式協議をするというような順序

で進めさせて頂きたいと考えております。

また「海部川水系河川整備基本方針」につきましては、本日委員の皆様から頂きました

ご意見をふまえまして、四国地方整備局との協議をして、次回委員会の方に修正を加えま

してお渡ししたいと考えております。次回の委員会につきましては、議会日程等ございま

すが、現在の所、秋の9月10月くらいに開催を目指して今後事業を進めていきたいという
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風に考えております。また追って日程調整等させていただきますのでよろしくお願いしま

す。以上です。

【○○委員長】

ありがとうございました。以上で議事は終了いたしますが、何かありますか。

【○○委員】

後何カ所残っているのですか。

【事務局】

前回の委員会でお配りした地図･･･沢山あります。何カ所と言えないくらい。

【○○委員長】

それでは特にないようでございますので、これで議事を終わります。皆様にご協力を頂

きまして、円滑に議事を進行する事ができました。ありがとうございました。それでは事

務局、あとはよろしくお願い致します。

【事務局】

本日は長時間に渡りましてご審議どうもありがとうございました。本日委員の皆様方か

ら頂きましたご意見等を整理致しまして、事務を進めて参りたいと思っておりますのでよ

ろしくお願いします。 後に○○河川整備課長より閉会に当たって一言、お礼を申し上げ

ます。

【事務局】

河川整備課長の○○でございます。本日は「吉野川水系中央南部圏域河川整備計画（修

正素案 」それから「海部川水系河川整備基本方針（素案 」という事で、長時間にわた） ）

りご審議いただきまして誠にありがとうございました。

幅広い視点からご意見いただいたと思っております。例えば、中央南部圏域につきまし

ては、河川管理者としての役割、守備範囲はどこまでやるかというのは、話の中でもあり

ましたように限界もありますでしょうし、限界といわずにもっとやれというお話もあると

思います。水質の改善、河川の利用という事では、本日○○委員もお見えになっています

が、新町川の方では「新町川を守る会」があります。それから藍住には「正法寺川を考え

る会」と、 近では新池川の方では「新池川をキレイにする会」と 「守る会 「考える。 」、

会 「キレイにする会」と違いますが、こういう風に地元・地域の方も非常に頑張って」、

やっておられるという事で、我々もこういう方と連携を強くしていきながら、これからも

進めていきたいという風に思っております。それから海部川につきましても、山の方の治

山の関係、それから海岸の方の関係、非常に川と言いましても幅広い総合的な視点が要る

のかなと改めて思った所でございます。

○○委員長さんを始め、委員の皆様方におかれましては、今後とも本県の河川行政の推

進について、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げまして、本日の委員会のお礼
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とさせていただきます。本日は誠にありがとうございました。

【事務局】

それでは、これで 「第２３回とくしま川づくり委員会」を閉会したいと思います。本、

日は長時間にわたりましてありがとうございました。


