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○司会

定刻となりましたので、ただ今から第１４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、２、３ご報告がございます。

まず、第９回の委員会から委員になっていただいておりました○○委員でござ

いますけれども、県の教育委員会の委員に任命されまして、川づくり委員会を退

任されておりますことをご報告申し上げます。

そして委員の皆様方におかれましては、任期がこの１２月の１５日までとなっ

ております。事前にご連絡申し上げておりますように、引き続き委員をお引き受

けいただきますよう、よろしくお願いします。

、 、引き続きまして本日の予定でございますが ご案内申し上げておりますように

議事の終了後に昨年の台風２３号で被害を受けました飯尾川の現地視察を考えて

おりますので、議事の進行にご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

正面玄関前にバスが待機しておりますので、この議事が終了いたしましたら順

次バスに乗り込んでいただきたいと考えております。

最後に今回の議事の配布資料について確認させていただきます。

まず、１つ目が二級河川奥潟川水系河川整備基本方針（案）の補足説明資料。

それと、アンケート調査のクロス集計結果について。

それと、飯尾川の平面図。

この３部を事前にお送りさせていただいております。お持ちいただいておるで

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としまして、本日の会議の次

第。 それと、配席図。

それと、飯尾川の青色のパンフレット。

それと、平成１６年の台風２３号の浸水被害状況の図面を１枚配布させていた

だいております。そろっておりますでしょうか。

それではまず最初に、河川課長のほうから、ご挨拶を申し上げます。

○事務局

河川課長の○○でございます。皆様方には、非常に何かとお忙しい中、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、二級河川奥潟川水系河川整備基本方針（案）の補足説明と、以前ご指

摘がございました川づくりに関するアンケートのクロス集計結果について、ご意

見をいただいたあと、先ほど司会のほうから話がございましたように、飯尾川の

現地視察を予定しております。

徳島県といたしまして、地域の実情に応じた川づくりを行っていきたいと思い

ますので、委員の皆様方、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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議事の都合上、簡単ですが、ご挨拶を終わらせていただきます。

○司会

それでは、早速ではありますが議事に入ってまいりたいと思います。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、お願いいたします。

○委員長

、 （ ） （ ）じゃあ早速 議事次第の中の １ 二級河川奥潟川水系河川整備基本方針 案

、 、 。の補足説明について という議事 これを事務局からご説明をお願いいたします

○事務局

それでは、事前にお配りいたしました二級河川奥潟川水系河川整備基本方針

（案）補足説明資料をお手元にご用意していただけますでしょうか。

まず、議事に入ります前に少し資料の訂正がございまして、表紙を１枚めくっ

ていただきまして、上段のほうには文章が、下段のほうには表が入っておるんで

すが、文章の下から数えまして２行目に１９７９年、１９８８年、１９９８年、

２０００年、２００３年とありますが、この真ん中の「１９９８年」のところに

取り消しラインを入れていただきたいと思います。

それでは、補足説明をさせていただきます。

前回、川づくり委員会におきまして、奥潟川水系基本方針の説明をいたしまし

た。その中でいただいた意見といたしまして、平成１６年の大きな台風被害を受

けまして、その時の奥潟川の状況はどうであったのですか。また本当に１／３０

の治水安全度で、奥潟川については大丈夫なのですか、というようなご意見をい

ただきました。

それで、用意しました資料といたしましては、まず表紙をめくっていただいて

１枚目になるんですが、１９７６年から２００４年までの過去２９年間におきま

す年最大降雨の一覧を気象庁の日和佐観測所のものから抜粋いたしました。

この表の一番下の欄を見ていただきますと、２００４年におきます最大降雨と

いいますのは、８月２日の１時から降り出しました台風１０号によるものが、日

和佐町におきましては、年最大降雨であったということが分かりまして、徳島県

全体で甚大な被害を及ぼしました台風２３号よりも、県南地方におきましては、

台風１０号のほうが大きな降雨であったことがわかります。

台風１０号におきましては、２４時間最大降雨は２９３ｍｍになっておりまし

て、ちなみに台風２３号におきましては、１３１ｍｍでありました。

また、この１つ上の欄、２００３年の欄を見ていただきますと、２４時間最大

降雨は４４７ｍｍになっておりまして、日和佐町におきましては、２００４年よ

りも２００３年のほうが大きな降雨を経験しているというような結果になってご

ざいます。

次に、１ページめくっていただきまして、先ほどの２９の降雨群を、確立分布
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モデルを用いて確率計算したものを表にしてつけてございます。

前回の説明の中におきまして説明いたしました工事実施基本計画という中にお

きましては、明治２８年から昭和４０年までの降雨を確率計算しておりまして、

その時の１／３０における計画降雨といいますのは３４８ｍｍでございました

が、今回新たに昭和５１年から平成１６年までの降雨をもちまして確率計算しま

したところ、青のラインを引っ張っておるところでございますが、最小が４４３

ｍｍ、最大が４８８ｍｍということになっておりまして、昭和６０年に策定しま

した降雨よりも、近年は、大きな降雨になっておるということが分かっていただ

けるかと思います。 次のページをめくっていただきますと、これは、先ほどの

確率計算したものを対数グラフとしたものでございます。

次のページをめくっていただきまして、流出計算結果というふうになってござ

います。

これは、先ほどの降雨データを用いまして、流出解析、即ち降った雨が川にい

ったいどれくらいの流量で流れるのか、というのを特性曲線法という方式で計算

をしてみたものです。

一番下の欄の２００４年の欄を見ていただきますと、一番右端に奥潟川におけ

るピーク流出量というのがございまして、およそ毎秒７５ ということで、過去â

の流量から比較してみましても、２００４年に奥潟川におけるピーク流出量とい

うのは、ほぼ例年並みか、例年より少し大きい程度の流量であった、というふう

に判断しております。

過去２９年間のデータを用い、この特性曲線法で再度、流出量を計算しました

結果、前回、説明させていただきました、工事実施基本計画における計画高水流

量毎秒１２０ を超えるというのは、推定ではありますが、２回というような計â

算結果になってございます。

次のページをめくっていただきまして、先ほどの２９のピーク流出量を確率計

算を行った表でございます。

これで１／３０のところの流出量を見ていただきますと、おおよそではありま

すが、最近の雨量データをもちいまして解析した流出量におきましても、１／３

０については、おおよそ、毎秒１２０ が妥当であるかというふうに判断しておâ

ります。

それで、前回の委員会で、１／３０で本当に大丈夫なのか、というご意見をい

ただいたのですが、徳島県が管理する河川の中で、奥潟川につきましては、１／

３０というのが県全体のバランスから考えた上で妥当だと思われます。

また、最近の降雨結果を用いた流出計算にしましても、おおよそではあります

が、毎秒１２０ で妥当である、というふうに県としましては判断をいたしておâ

ります。
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次のページにいきまして、これは先ほどの降雨データと同じ２９流出量につき

まして、確率計算を正規確率用紙にプロットしたものでございます。

次のページをめくっていただきまして、昨年、台風２３号に見舞われた後に県

のほうで県下一斉的に浸水痕跡マップというものを作りました。その中で奥潟川

流域について抜粋したものを付けてございます。

、 、 、補足説明させていただきますと ピンク色の部分が浸水面積 緑色は床下浸水

黄色が床上浸水、水色が川というふうになってございます。

それで、台風２３号におきます奥潟川の浸水といいますのは、下流部のほうに

つきましては、日和佐町が管理します外磯川という準用河川がございます。その

、 。準用河川のポンプ容量が足りないために 内水氾濫を起こしたのではないかなと

、 、 、それで 図の左端のほうになりますピンク色の浸水区域につきましては 現在

未改修区間の浸水でありますので、この区間は川を今後改修することにより、こ

のピンク色の部分につきましては、被害の軽減が図れるものというふうに考えて

おります。

一番最後にＡ３用紙になりますが、河川区分の検討シートというものを付けま

した。それで、前回の委員会におきまして、環境に対するご意見をたくさんいた

だきました。

総じまして、河川計画として、良好な河川環境を継続的に、永続的に保全して

いくという目標をもっていいのではないか、というようなご意見だったかと思い

ます。 それで私どもといたしましても、環境の重要性については認識しており

まして、このような河川区分の検討シートでありますとか、あと十分ではありま

せんが水辺の国勢調査等をやってございます。

それで次回、この基本方針のあとには２０年から３０年後の実施区間等を定め

る河川整備計画というものがございますので、このような資料を有効利用いたし

まして、この奥潟川、現在は良好な自然環境が保たれているのかな、と思います

ので、今後この検討シートでありますとか、水辺の国勢調査等に照り合わせなが

ら、また徳島県のビオトーププランでありますとか、公共工事環境配慮指針等を

参考にしながら、この奥潟川で保全していく区域なんかは、どこがいいのかな、

ということを整備計画の中できちんと検討した上で。また改修につきましても、

いろんな改修方法があると思いますので、そういうことを十分に調査、検討した

上で、次回の整備計画でご意見をいただきたいというふうに考えてございます。

奥潟川の補足説明については、以上です。

○委員長

ありがとうございました。非常に丁寧な説明で、学生時代にグンベル法とかい

うのを習ったけど・・・。

何かご意見がございましたら、ご発言をお願いいたします。
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○○さん、何かございませんか。

○委員

いや、外の方に先、回していただきたい。

○委員

質問していいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

表の中で使われてるデータが、それぞれ違っているのは、何か意味があるんで

すか。計算に使っているか、あるいは実測値としてあげられてるデータが、最初

のページで使われてるのと、４ページ目で使われてるのでは違ってますけど、こ

れは、何か意味があってのことなんですか。

○事務局

これは、最初の降雨のほうに載せておりますのは、２４時間、ここの表に載せ

ておりますのは、その２４時間の最大というのをこの表に付けておりまして、流

出計算に用いましたのは、最大の台風で経験した降雨というのを計算結果に用い

ております。

○委員

使ってる降雨の番号も違いますよね。それはいいんですけど。１９７６年を１

ページ目はＮＯ．１６という９月８日であって、４ページ目は１３番の７月１９

日のを使ってますよね。

○事務局

はい。

○委員

これは、何か別に取り立てて意味があるんですか、ないんですか。

○事務局

最初の降雨のほうに載せましたのは、先ほど申しました継続時間内における連

続する２４時間雨量の最大となるものでございまして、流出計算のほうに用いま

したのは、その１高水、結局、継続２４時間でなしに、もう少し大きい、２４時

、 、間で降雨のほうにつきましては ２４時間で最大のものを載せていただきまして

流出計算のほうで用いましたのは、１雨といいますか、１台風で一番大きい高水

というのを計算に入れさせていただきますので、載せております。

○委員

総雨量が大きいほうが、後ろに載ってるということですか。

○事務局

はい、そうです。
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○委員

でも１ページ目のＮＯ．１６というのは総雨量２８６で、４ページ目は２５８

ですね。ＮＯ．１３。１９７６年に使われているのは。これが大きな意味がある

かどうか、私には分かりませんけど。

、 、そういう計算に使った降雨が それぞれ１ページと４ページで違っているのは

何か意味があるのかな、と思ってお聞きしただけです。

○事務局

実績値としては２５８。

○委員

それは９月８日の降雨ですよね。４ページ目のは７月１９日の降雨ですね。だ

から使ってる降雨が違うんですけどね。

○事務局

はい。

○委員

総雨量はＮＯ．１６の降雨のほうが大きいので、今の説明とは合わないように

思います。ただ、この表が持ってる意味は、私は分かりませんけどね。データと

しては何か変な気がした、ということです。

○委員長

最初の降雨のやつは２４時間降雨で年最大を出してますわね。次のピーク流量

は、年最大のピーク流量で拾い出してますね。

○委員

ああ、そういう意味か。

○委員長

年最大というのを書き出すんですね、こういうのは。だから、いっぱい出すか

ら分からなくなる。

○委員

それぞれ危険性を計算するのは、何か基準がそれぞれ違うというのか。何かよ

く分からないですね。

○委員長

このピーク流量は、実績ですか。実測ですか。

○事務局

これは、日和佐観測所における実測です。

○委員長

実測ですね。

○事務局

はい。
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○委員

流量の実測ってあるんですか。

○事務局

流量は違います。雨量は実測です。

○委員

代表性はあるんですか。奥潟川流域は、日和佐を代表しとんですか。流域の平

均的なアレは。

○事務局

そうですね。徳島県におきましても雨量観測所が・・・。

○委員

県はないんですか。

○事務局

、 、 、ありますが やっぱり県のデータにおきましては 少し精度が劣りますもので

気象庁のほうのデータを使わせていただきました。

○事務局

、 、 、先ほどの○○委員のご指摘なんですが 奥潟川のピーク流出量を どれが一番

大きな流量になるか、というのを出すために、いろんな降雨年月日の、例えば、

１９７６年の今の話なんですが、その場合にピークの流出量という流量を出した

いがために、ピーク流量、時間６１ｍｍという、その雨の２４時間降雨の２４６

ｍｍを用いたものが、一番大きなピーク流出量毎秒６１．０８ｍ というような３

流量が出てきますので、２ページ目にございます２４時間降雨の総雨量２７６ｍ

ｍ、ピーク雨量４５ｍｍ、時間４５ｍｍという雨のパターンよりも、ピーク６１

ｍｍをもった総雨量２４時間の２４６ｍｍの雨量のほうが大きなピーク流出量が

出てきますので、そちらのほう、例えば１９７６年でございますと、ＮＯ．１３

の降雨、７月１９日の４時から降った雨のほうが、ＮＯ．１６の９月８日の６時

から降った雨よりも大きな流出量が出てきますので、そちらのほうを採用させて

いただいた、ということでございます。

○委員

これ二山なんでしょう、雨が。違うんですか。続いとんだけど、ピーク量が。

○事務局

多分、９月８日のやつが私、確認はできてないんですが、山が小さいのが続い

て、トータル２４時間では、先ほどご指摘がございましたように総雨量２７６ｍ

ｍと。２４時間の全体の雨量としては大きいけど、ピークの山はそんなにとがっ

た山でなかったというようなことでございましょうね。

で、４ページのほうは、ピーク流出量というのを着眼した雨量を探してますの

で、７月１９日４時から降った雨のほうを採用させていただいた、ということで
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ございます。

○委員

一番目の表は、どういう意味を持ってる表なんですか、そうすると。ピーク流

出量が一番大事なんでしょう。一番頭に載ってる表は、どういう意味がある表な

んですか。

○事務局

多分、１ページ目の表につきましては、２００４年の２３号台風というのにか

なり徳島市内に住んでいる者は着目しておりましたので、２３号台風でどのぐら

いの雨だったんだろうか。それより県南であれば台風１０号がございまして、１

０号の雨というのは、県南のほうでは非常に大きな雨だったということで、そこ

らへんの検証の意味で、２００４年の雨はどうだったのかな、という中で２４時

間の総雨量のほうに着眼して、表を日和佐の降雨をずーっと調べていったという

ことで、１ページの表をお出ししました。

４ページの表につきましては、本当の我々が主眼としておる基準地点でのピー

ク流出量がどの程度か、ということについて説明がしたいがために、４ページの

ほうの流出計算の表をちょっと提案しました。

ですから、ご指摘が２つあったものに対する回答を別々にページを分けて日和

佐の雨量を使って表示させていただいた、ということでございます。以上でござ

います。

○委員長

よろしいですか。

○委員

よく分かりませんけども、いいです。

○委員

、 、 。私 それに関係する根本的なことを ちょっと言わせていただこうと思います

じゃあ、今のに続いて、前回、私は欠席しておりまして、先ほど説明があったん

で、大体、分かったんですが、河川計画の雨をまず何年確率でいくか、という時

の雨の量でいくんですね、総量。ここだったら２４時間雨量ということで。

ですから、そのデータとしては、年最大で多いほうを表１で表すと。で、私が

知りたいんですけど、その昔の明治から６０年間ですか、それで１／３０に対す

る総雨量が３４８ｍｍとなったということですね。

それに対する流量毎秒１２０ｍ というのは、どういう方法で計算されたんで３

すか。

○事務局

工事実施基本計画におきましては、中安の総合単位図法において毎秒１２０ｍ

というのを算出しております。３
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○委員

流量というのは、この妥当かどうかというのは、流量データを観測してたらそ

ういう評価はできるんですけども、水位しかないという状況ですね、この川は。

いつぐらいから水位は取られてますか。

○事務局

水位は平成２年の・・・。

○委員

もう１０年ぐらいありますね、蓄積が。

○事務局

はい。

○委員

で、毎秒１２０ｍ が十分なのかどうかというのは、一番皆さん心配で、そう３

いう質問が出たんじゃないかと思うんですね。

、 、 、今回 そういうので 雨の確率は当初よりもちょっと雨の降り方が強くなって

その分、確率が低くなったと。流量毎秒１２０ｍ は、それだったら大体１／３３

０ということですね。

大体そういうことが理解できたんですけども、一番大事な河川計画の水位、特

に流量。私も去年、県下の水位計がどれだけ入ってるのか実態がよく分かった。

私自身も恥ずかしいんですけども、かなり入ってるということが分かって、それ

にもかかわらずそういう水位データが、こういう基本的な解析に使われてない、

ということが今回、分かったわけですね。

、 、 、 、で 水位を再現計算して 流出計算から水位を推定して いわゆるＨ－Ｑ曲線

次、流量曲線に変換して、実際の洪水の水位データがありますから、洪水になっ

てなくても、そういう１０年近くの水位データがありますから、そういう流量に

して毎秒何ｍ ぐらいあったんかと。それで、それが毎秒１２０ｍ を上回ってい３ ３

るのか下回っているのか、どのくらいの確率なのかですね。

やはり、そういうことを、せっかく水位を計り出しとんですから、蓄積されと
３んですから、ぜひやっていただきたいと思うんです。私自身は、毎秒１２０ｍ

が妥当かどうか、というのはちょっと。そういうやり方の基本的なところを、水

位データをぜひ生かしていただきたいな、と思いますね。

それから、いろんな川でまだ水位データが取れてるところが出てくるはずです

ね。ぜひそういう方向でお願いしたいと思います。

○事務局

はい。

○委員長

それは、もういいですね。何も事務局、言うことないでしょう。
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○事務局

はい。また○○先生のところで教えていただきたいと。水位につきましては。

○委員長

僕からもね。この毎秒１２０ｍ というのは目標値であって、これ毎秒１２０３

ｍ を流せるように川をちゃんと整備する、ということが大事なんでしょう。毎３

秒１２０ｍ が１／３０か、１／４０かって、見たって分かるでしょう、これ。３

毎秒１２０ｍ が大事なんですね。以上です。３

○事務局

はい。

○委員長

よろしいですか。じゃあ、今さっき出ました意見を委員会の意見にしたいと思

います。それで事務局で、今の意見を踏まえまして、将来のやり方ですが、修正

して、以後の事務手続きを進めていってください。

じゃあ、次の２番目の議題。川づくりに関するアンケート調査 クロス集計結

。 。 。果について クロス集計は○○委員が得意やね 事務局から説明をお願いします

○事務局

それでは、川づくりに関するアンケート調査のクロス集計結果について、説明

をさせていただきます。

平成９年の河川法の改正に伴いまして、我々が川づくりをする時に、地域住民

、 、の方の意見を取り入れるということになっておりますので 徳島県としましては

広く地域の方の声が聴けるということで、アンケート調査をさせていただきまし

た。 それで、これまでアンケート調査を行いましたのが、福井川、正法寺川・

前川、撫養川・新池川、あと黒谷川・松谷川・泉福寺谷川をアンケート調査させ

ていただきまして、以前に委員会で説明いたしましたのは、単純集計でございま

した。

それで、前回の委員会におきまして、もう少し深い切り口で行ってもいいので

はないかということで、性別でありますとか、上下流別、または本支川別、年齢

別、職業別というふうな項目で集計を行いました。

それについて、それぞれ特徴があったというものを今回、資料として付けさせ

ていただきました。

まず、表紙をめくっていただきまして、１枚目に福井川の川づくりに関するア

、 、ンケート クロス集計結果の考察ということで まず表の縦方向につきましては

アンケートに用いました問１、問２、問３、問４というふうになっております。

、 、 、 、 、また横方向につきましては まずは全体 次は性別 次は流域別 次に年齢別

次に職業別、次に問１で優先する項目は何か、ということについての問いに対す

る優先項目別というふうな表にして、それぞれグラフ化したものについて考察を
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付け加えております。

まず、問１の流域別というところを見ていただきたいと思います。

、 。 、この中には 下流ほど治水を重視している 上流ほど環境を重視する率が高い

というふうに書いてございます。

それで、この表を１枚めくっていただきますと、考察した根拠となりますグラ

フを付けておりまして、まず上には全体の単純集計の結果、続きまして性別によ

る集計結果、次に流域別による集計結果、次に年齢による集計結果、最後に職業

による集計結果というのを付けております。

これでいきますと、上のグラフから３つ目の上流域、中流域、下流域というと

ころになるんですが、上流域につきまして黄色の部分が多くなっております。こ

の黄色の部分といいますのは、水がきれいで魚や鳥などが住みやすい川づくりと

いうことで、福井川におきましては、上流側では今の環境を保全したほうが、地

域の住民の方にとって意見を反映した形になるのではないかな、というふうな考

察ができるかと思います。

次に、問１の年齢別というところを見ていただきたいと思います。

年齢別を見ていただきますと、１０代、２０代の方につきましては、非常に意

見が少なかったので、考察を付けるのは難しいんですが、３０代、４０代、５０

、 、 、代 ６０代以上というふうに見ていきますと 治水を優先とする方の意見が多く

環境に対する意見の方が少なくなっておる、というのが分かるかと思います。

続きまして、問２の職業別というところを見ていただきたいと思います。

グラフを１枚めくっていただいたものが、問２になっております。これの職業

別というところを見ていただきますと、会社員でありますとか、公務員、団体職

員という会社にお勤めになっておられる方は、川幅を広げるという引堤のほうを

重視しているのに対しまして、自営業でありますとか、主婦なんか自宅におられ

る機会の多い方につきましては、堤防を強化する、というような意見が多くなっ

ているのが分かります。

また、公務員や団体職員につきましては、オレンジ色の部分が多くなっており

ますので、特に必要な工事はない、というような意見を多くいただいておるのが

分かります。

また、その下の問２の優先する項目別というのを見ていただきますと、環境や

施設を優先と考える人にとりましては、堤防を補強するというよりも、河床を掘

削するとか、特に必要な工事はない、とする意見を多くお持ちの方が、環境や施

設の整備を優先する人につきましては、堤防の補強が多い、というようなクロス

集計結果になってございます。

続きまして、問３の年齢というのを見ていただきたいと思います。

１枚グラフをめくっていただいて、問３の年齢でいきますと、３０代、４０代
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につきましては、黄色の部分が多くなっておりまして、この黄色の部分といいま

すのは、水防活動団体との協力体制をしっかり作るという意見でございます。

特に３０代、４０代にこのような意見が多いということは、今後、水防団の高

齢化がうたわれている中で、このような３０代、４０代の方に水防団に入ってい

ただくような体制づくりが河川課として必要でないのかな、というふうな考えを

持ちました。

次に、正法寺川・前川の川づくりに関するアンケートクロス集計結果という表

を見ていただきたいと思います。

、 。これにつきましては 問３の職業というところをみていただきたいと思います

１枚めくっていただきますと、先ほどと同じグラフが付いておりまして、職業の

ところを見ていただきますと、農林漁業で、川らしさを感じる程度の量を重視す

る率が外より高くなっておりまして、川に直接、生活が係わってくるような人に

とりましては、川らしさといいますか、川の流れといいますか、そういうところ

に重きを置いているのかなと。

また主婦のように、川に親しむような方につきましては、生き物が住みやすい

、 。程度の量というようなことを重視しているのかな というふうになっております

続きまして、問４の優先する項目というのを見ていただきたいと思います。

問４におきましては、優先する項目にかかわらず水量などの継続的な調査を重

視してはおるんですが、特に環境とか施設を重視する人にとりましては、黄色の

部分が多くなっておりまして、水利用に関する情報交換を行う、というようなこ

とが多くなりまして、環境とか施設を重視する人は、川の情報というのを提示し

てほしいというようなことなのかな、というふうに理解をしております。

続きまして問５の、これも優先する項目というのを見ていただきたいと思いま

す。 治水、利水を優先する人にとりましては、継続的な水質の調査、監視を重

、 、 、視する率が高く 環境や施設を重視する人にとりましては 浄化施設を設置する

という意見が若干ではありますが多くなっております。

これに考察を付け加えますと、治水、利水を優先する人につきましては、水質

というのは現状維持というんではないんですが、積極的に行わなくてもいいと。

これに対しまして、環境とか施設を重視する人につきましては、水質の改善を

河川管理者のほうで積極的にやったほうがいいのではないか、というようなご意

見をいただきました。

続きまして、撫養川と新池川の川づくりに関するアンケートを見ていただきた

いと思います。

撫養川と新池川につきましては、都市河川の環境ということで、多くの意見を

いただきました。

問６の優先する項目というところを見ていただきたいと思います。
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、 、 、環境を優先する人にとりましては 当然でありますが 魚や鳥などの生き物や

植物が多い川が多くの意見を占めているのに対しまして、治水、利水、施設の整

備を優先する人につきましては、緑色のきれいな水が流れる川、という意見が多

くを占めておりますので、治水、利水を優先的に考える人につきましては水質の

ほうが、環境を優先する人につきましては動植物というふうに、意見が多少、分

かれるような結果になっております。

次に、問７の優先する項目というのを見ていただきたいと思います。

、 、 、問７におきましても 当然ではありますが 施設を優先する人につきましては

黄色の家族連れで遊んだり、イベントができる公園や広場を望んでいる回答が多

いのに対しまして、特に必要なものはない、というのが５％と少なくなっており

ます。 また、外の項目を優先する人につきましては、特に必要な工事はない、

というのが１４％、１６％、２２％というふうに、必要な工事がない、という意

見が多く占めておりました。

最後に黒谷川・松谷川、泉福寺谷川の川づくりに関するアンケートのクロス集

計結果を見ていただきたいと思います。

黒谷川につきましては、特に河川の維持、管理に関することで特色がございま

した。問８の性別というところを見ていただきたいと思います。

男性につきましては、洪水の流れを阻害する草木を取り除く、という意見が多

、 、 、いのに対しまして 女性につきましては 洪水の流れを阻害する草木を取り除く

というのと、堤防などの点検や補修を行う、という意見が、ほぼ半分に分かれて

おりまして、女性のほうが治水に対して不安に思うことが多いのではないかな、

というふうに感じました。

最後になりますが、問９の優先する項目、一番最後を見ていただきますと、そ

れぞれにつきまして、川の管理につきましては、ごみ拾いなどの清掃活動を望ん

でおる声が一番多いのですが、環境や施設を優先する人にとりましては、特にご

み拾いや清掃活動などの意見が多くありますので、環境や施設を優先する人々を

ボランティア活動とかに積極的に参加していただけるような川づくりというのが

今後、必要なのかな、というふうに感じております。

クロス集計につきましては、簡単な集計しかしておりませんが、こういう形で

まとめて報告させていただきます。以上でございます。

○委員長

ありがとうございました。じゃあ、ご意見ございましたら、ご発言をお願いい

たします。

途中、水防の話がちょこっと出ましたけど、水の災害で水防ができるといった

ら洪水だけなんですね。高波が来たり、高潮が来たら、水防活動をやってたら、

波がどーんと当たって、しぶきが上がるでしょう。落ちてきたら水だけじゃなく
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て石ころも入ってますので、近寄れたもんじゃないんですね。

これは、洪水が土手に真っ直ぐ、直角に当たるんじゃなくて、平行に流れてい

ますので、まあまあ水防活動ができる、ということなんでしょうね。だから、危

ない所には皆さん近寄ったら駄目ですよ。本当に危ないですよ。

○委員

よろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

非常に興味深かったのは、この年齢のところなんですけどね。どの川もみんな

若い人は環境で、年代が高くなるほど治水ということですけれども、若い人は環

境に教育があると思うんだけど、やはり洪水とか浸水の被害の体験が、年上の人

に比べて若い人はないから、そういうので、やっぱり大切なことは環境と共に、

そういった若い人がもう少し治水についての、年寄りから体験談を聞くとか、そ

ういうことが非常に重要になってくると思うんですよね。

何十年に一度ということで、非常に楽観的に見ている人がありますので、治水

について若い人に対する言い伝えというのか、そういうのも必要でないかな、と

いう感じがしました。

○委員

私も全く同感でね、安全を確保する防災という立場が一番大事なんですね。そ

れができない場合には、例えば、若い人だったら環境ばっかり言ってますが、こ

れはやっぱり行き過ぎでね。災害の怖さということを、もうちょっと皆さんに認

識してもらうようにしていかんとね。あまり環境ばっかりではね、困りますね。

○委員

じゃあ、反論させていただくと、年配の方に環境への教育をしっかりしていく

ということが必要だ、ということですね。

○委員

そういうことやね。

○委員

若い方が洪水を経験してないというのは、ある程度、治水が良くなってきてい

て年配の方が経験したほどの頻度では災害が起こらなくなっている、ということ

を表現しているように思うんですね。

もちろん災害の怖さとかは、伝えていかなきゃあならないけれども、怖さばっ

かりじゃなくて、失ったものもたくさんあるんだ、ということを若い人は気付い

てるんだし、将来の川は、この環境をしっかり守りたいという、若い人たちが将

来に向けての展望を語ってるわけだから、それはちゃんと受け止めて、これから



15

第 回とくしま川づくり委員会14

の川づくりに生かすという方針は必要ですよね。

○委員長

だから、○○委員も川づくり委員会において、しっかり環境のことは監督して

ください。

○委員

はい。そのつもりでおります。

○委員

一方の議論じゃなしに、両面を常に考えなきゃあいかんですね。立場によって

多少違うこともあるでしょうが、やっぱり広い大洪水を体験した人の考え方と、

徳島にいる人なんか比較的に少ない人は違う。やっぱり受け止め方がものすごく

違うんですね。

体験者が多い、大変な大洪水とか大災害とかは言い伝えが必要であるし、それ

からまた一方では、環境は大切だから必要以上に水さえ流したらいいわ、という

ような工事はいかんわとかね、いろいろな面があるとは思うんですけども、両極

端になることを憂いますね。

やっぱり両方がいろいろ議論を闘わせて、良い道を歩んでいく必要があると思

うんですね。

○委員長

それだけじゃいかんのですよ。治水と環境をつくれば、あと景観が要るんです

よ、景観。

○委員

大体、環境といえば景観を含むと考えるわけですね。

○委員長

、 、 、私は含むと考えていますが しかし やっぱり環境破壊なんて言う人がおって

あなたの環境破壊は何ですか、言って問い詰めていったら、最後は景観なんです

よ。

○委員

そうですか。

○委員長

、 、 。だから今後 川づくりを県がやる場合 パースをしっかり入れてほしいですね

○○委員さんなんかの意見を聞いて、パースをしっかり入れていただきたい。

ただ、この間も高知でゲルディーさんと久しぶり、２０年ぶりに会ったんです

けども、口を開くと進め、進めですよ。やっぱり地権者の協力が要りますね。河

川敷が足りんのです、世界中どこでもね。

どうぞ。

○委員
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いろいろな横の連絡を取るようにして、高齢者が洪水の危険、怖さを知ってい

るという中で、ニューオルリンズのあの被害状況を見ていても、さあ逃げるとい

っても、自動車はない、何かエネルギー切れで、どうも自力では不安だという時

に、外の福祉分野との連携がある、という安心感があれば、優先順位を工事につ

、 、 、けるとかいうことを話し合う場合も 環境面への配慮も 自分は治水だけが目的

一番大事だと思ってた人も、環境のほうのことも考えようという聞く耳を持つよ

うになるし、他の省庁との関係というのを、これから考えていったらいいんじゃ

ないかと思いました。

それから、高齢の人の予防医学的なこのごろ介護予防とか言っておりますが、

体づくりにこの川辺というのが使われておりますので、散歩をする時に、ちょっ

とベンチも要るしと。まあベンチは洪水の時に流れるかも知れないとか、いろい

ろ錯綜したメリットとデメリットがあるから、常に話し合う場を定期的に持つと

か、そういうので、一番いいようにしていったら、川とは関係ないんですけど、

市バスとか徳バスの停留所にベンチを置いてあっても、安全性を考える人が、す

ぐベンチをのけていく。

乗る人は、ああ、ここにベンチがあったら、腰が痛いのがカバーされて良かっ

たのにとか、そういうのもありますし、常に横の連携をいろいろ考えていく時代

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。

どうぞ。

○委員

細かいことなんですが、グラフの表記の仕方なんですけれども、全部１００％

スタイルでやってるんですが、実数は相当、項目回答ごとに違うので、実数で山

にして、中を１００分比に分けたほうが実態と合うんじゃないかなと。

この表で出してしまうと、例えば、特に年齢別でいくと、１０代とか２０代の

回答数が少ないにもかかわらず、どっかの回答だけが大きくなってしまって、ち

ょっと誇張されてしまいますので、これが例えば表に出てしまうと、この表のほ

うだけが出てしまって、裏の実数は出ない場合もありますので、ちょっとグラフ

の表記の仕方については、ちょっと工夫があってもよかったかな、と思います。

○委員長

ありがとうございました。

どうぞ。

○委員

それじゃあ一言だけ。このアンケートの結果を見せてもらって、僕が一番特徴

的だと思ったのは、福井川の問３なんですね。
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２番の情報を素早く流す体制をしっかりつくる、というのは、多少例外はあり

ますけど、ほぼ圧倒的ですよね。

これに関しては、去年の洪水時にも、皆さん実際にひしと感じたんではないか

と思うんですね。やっぱり必要な情報をできる限り、リアルタイムで知ることが

できる、というようなことが二次災害を招かない上でも、無駄な行動を取らない

上でも非常に大切だと思いますので、今後ぜひ整備を推進していただきたい部分

のような気がしました。

○委員長

ありがとうございました。

○委員

それに関連して言えば、他県ではもう、例えば携帯を使って、ＧＰＳの機能を

使ったりして、どこで災害が起こっているか、どこでそれに伴う交通渋滞が起こ

っているかという、そういう公共サービスをもうやっているところもありますの

で、県でも早くそういったことに取り組んでいただくと、非常に情報提供という

点ではいいんじゃないかな、と思いますね。ぜひ、それはお願いしたいと思いま

すし、あったら非常に便利ですよね。

○事務局

、 。情報化の件につきまして 主幹のほうから補足のご説明をさせていただきます

○事務局

主幹の○○でございます。今、情報化ということでご指摘があったわけなんで

すが、私ども昨年の２３号台風を受けまして、非常に情報が皆さんに伝わるのが

遅いと。それで、素早く的確な情報を早く流そうということがございます。

それで、県といたしましても、水位計の増設とか、雨量は今までは各課で各々

が情報提供をしていたわけなんです。それを何とか一元化したような情報を流せ

ないかということで、現在、取り組んでおります。

ですから、ここ数年間ぐらいでどういうようなものができるか、私のほうも取

、 、 、り組んでおりますので 特に情報をインターネットで流すほか 携帯に流すとか

そういうのもいろいろ含めまして検討しております。

○委員

１つの情報の提供の仕方としては、行政側が作った情報を流すという、そうい

うことと、それから地域から上がってくる情報を素早く流すと、両方だと思うん

ですよ。両方の取り組みをお願いできればな、という気がいたします。

○委員長

、 、 、私 今のミシシッピーの災害で思い出しましたけど 要するに世界共通ですが

まず貧乏人ですね。貧乏人がやられています。ああいう災害の起こりやすいとこ

ろ。その中でもね、特に女性、年寄り、子供がやられよるですね。
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徳島の場合はどうでしょうか、ということです。徳島の場合は、新住民が死な

ずにすむ、ということが多いんですよね。今度ハザードマップを出したのが、大

分、役に立つでしょうね。不動産屋の抵抗を排除して、よくやってくれたと思い

ました。

○事務局

ご指摘の災害弱者という言葉が適切かな、と思うんです。それで、行政も国か

らの指導もございまして、まず災害弱者、要するに逃げられない人か、そういう

ような人を優先的に保護するというんでしょうか、守るような施策を取っており

ます。

○委員長

特にそれは市町村が大事ですね。県はできないでしょう、そんなのは。

○事務局

ただ、県のほうにおきましても、施設を優先的に、先に弱者のほうをしていく

とか、極端に言いましたら階段の問題にしましても、バリアフリーなどに取り組

んでいくと。

それとあと、徳島県でも高齢化というのが、よその県より高いと思うんです。

そのあたりは実際に積極的に取り組んでいかないかんのかなと。それは、私のほ

うの土木だけではどうにもならん問題ですから、いろんな部局とも連携を取って

いかないかんと思っております。

○委員長

ありがとうございました。

どうぞ。

○委員

私はアンケートの中で、整理を行った上で公表してまいります、というところ

がありましたんですけれども、県はアンケートの結果を、アンケートに答えた人

は、結果が返ってこないので、そういう方はどういう結果だったんかなという、

見える形には、どんなふうにされていたか、ということです。

○事務局

今のところは、徳島県のホームページのほうに載せてございます。

○委員

県のホームページを見たんですけど、どこのメニューなんかなと思います。

○事務局

部によりまして少し違うところがありまして、徳島県の中の県土整備部という

ところがございます。その県土整備部のお知らせ情報というところに・・・。

○委員

お知らせ情報の中ですか。
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○事務局

はい、載せてございます。

○委員

もうちょっと分かりやすいメニューに入れられたほうがいいんじゃないかと思

います。県土整備部のページを見たんですけど、メニューが分からなかったんで

す。 それと、これ結果を見ましたら、５０代、６０代の方が多いんで、多分イ

ンターネットにアクセスしてメニューを探して結果を見るというのは、なかなか

難しいんじゃないかな、と思ったので、Ｂ４のビラでもいいんで、これを配った

ところに、返ってなくても返っていてもいいんで、配られたら、ああ自分は返し

てないけど、これだけの人がアンケートに答えて、こんなんが出たんやな、と分

かればいいんじゃないかなと思ったのと、あと公開アンケートをホームページ上

でされてましたですよね。

○事務局

公開アンケートは、やってございません。

○委員

河川では、また違うんですけど、全然別のものですけど、１０代、２０代の方

がほとんど答えられてないんで、参加していただくのはすごく難しいと思うんで

すけど、例えば学校とかで協力していただけるんであれば、公開アドレスにする

といろいろ問題があると思うので、閉じたアドレスにして、どこにもリンクさせ

ないで、限定のアドレスを決めて、そこでラジオボタンを押して答えていくよう

、 、 、な形にできれば 高校生とかであったら そのほうが参加しやすいんでないかな

というのと、そのアンケート結果も、公開アンケートの結果のページを見ると、

わりと分かりやすい棒グラフにされているんですよね。

ああいうふうに、余り複雑じゃなくて、分かりやすい棒グラフにして見ること

ができたら、１０代、２０代の方も、ああ６０代の人は、こんなふうに思ったん

やなあとか、そんなふうにちょっとでも関心を持ってもらえたらいいんじゃない

かな、とは思いました。以上です。

○事務局

はい、分かりました。ホームページにつきましては、徳島県もいろいろ部局が

ありまして、中に優先項目とかがあって、なかなかこの川づくりのアンケートが

優先順位としましては、それほど高くないもので、載せられないかと思うんです

が、できるだけ載せていただくように努力してまいります。

○委員

ちょっと一言いいですか。

○委員長

はい、どうぞ。
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○委員

今のことですが、そのことはそれとして、アンケートの取り方によってね、例

えば、年齢層によって今おっしゃったように、高年齢層はパソコン使ってどうと

か、こうとかいうのはやりにくいですね。若い人はそういうのは得意かも知れま

せんけどね。

だから、アンケートの取り方によって、かなり統計が変わってくる恐れがある

んですね。だから、皆さんが答えられやすいようなアンケートの取り方というの

を、希望します。

何が良いか、よく考えていただきたいんですがね。片寄らないようにね。世代

層によって、世代によって、えらい変わってくると思うんです。

○委員長

それは、僕が今、言おうとしたところです。僕は、こんなアンケートが来たら

困る。何が聞きたいのか、よく分からんというわけで。○○さん、相談にのった

のと違うんでしょうね。

○委員

いや、私、相談にのっておりません。

○委員

いいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

アンケートの使い方なんですけども、意見を聞くのも１つあるんですけど、例

えば、県として治水をもっと積極的にやりたいとか、あるいは僕は環境に関して

の啓蒙、啓発というのをしっかりやっていただきたいと思うんですけれども、こ

こがまだ足りてないから、そこにしっかり力を入れていくんだとか、ここがまだ

しゃんと知れわたってないから、もっとここにお金とか人とか、時間を費やす必

要があるんだというような読み取り方もあると思うんですね。

それから、上がってきた意見の割合に応じて、何か施策を展開するんじゃなく

て、足りてないところはどこかとか、まだ知れわたってないところはどこかって

いうことを、県とか、あるいはこの委員会の中でしっかり認識しながら、それを

もっと埋めていくような活動というのが、すごく大事だと思いながら、このアン

ケートを見てました。

○委員

続けて言ってよろしいか。

○委員長

はい。
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○委員

今、○○先生から話があったのと、先ほど三井先生からのご質問。調査する時

にどれだけのサンプルを取るべきか、というのは、これは取る前で統計的にこれ

ぐらいの信頼度で分析しようと思ったら、これだけのサンプル数、取りなさいっ

ていう、そういうやり方はあります。

で、もう１つは、もう取ってしまって分析する時に、その結果が統計的に信頼

できるかどうかという検定までできますので、今はもう取ってますので、それを

されたらフォローできるということです。それが最初の話です。

それで今、○○先生が言われたんで、私もちょっと見ながら思っとったんです

が、調査する意義としたら、１つは住民の意識構造をクリアにするということ、

それは見たら大体、新しい情報は出てきて、おもしろいなと思って見てたんです

が、もう１つ、これは当たり前みたいな話なんですけど、やっぱり計画にいかに

生かしていくか、というのが最も大事と思いますので、これ見て分析結果を眺め

ながら、なぜこうなったんだろうかというのを、これ一番最初の議論であったよ

うに、年齢、階級別に見て、若い人は環境で、高齢者のほうは治水と。

なぜと、そうこう考えていくと、計画を作った時の、どうしてこういう計画を

作ったかという、これ、説明責任みたいなところがあると思いますので、それを

いかに利用していくかというのが、すごく大事と思いますので。余り具体的な話

ではないんですが、よろしくお願いしたいと、そういうふうに思います。

以上です。

○委員長

○○委員さん、何かありましたら。

○委員

当たらんようにと、すみません。お話を聞かせていただくだけでと思ったんで

すけども。

先ほどおっしゃったように、川で危険性があるとか、第十堰の問題もそうなん

ですけど、実際、本当に災害があるということを知らない者は、本当に関心度と

いうのは低いと思います。

戦争と同じで、その時に体験された方が口で伝えるという意味で、その若者に

関しては、まず身近に川に親しむということでは、小学校、中学校からでも川の

生き物とか、川の環境の、よく夏休みでも徳島市のほうの環境課の方もされてま

すが、川の生き物の観察会とか、されてますよね。

それで、それがそのあたりから川が楽しいものとして身近に親しんで、それを

毎年参加している度に、川の顔が変わってるというのが、うちの子供たちも皆な

、 、 、気が付いた時に その時に台風の度に川は変わっていく 自分たちの行くところ

足元、この間まではここに入れたのに、今年は入れなんだってという、そのあた



22

第 回とくしま川づくり委員会14

りからの学習の機会があって、川に関心をもっていく一歩ではないかと思いまし

た。

それで、学校とかでそういうアドバイザーの方とか、もしくは授業の中で学校

関係でこういう学習する機会が今現在あるのかな、というのをちょっとお尋ねし

たかったのと、もう１つは、危険度という意味では、よく台風の時だったら若者

の方が、どないなってるんだろう、ちょっと川を見に行こうかっていうて、車で

見に行かれたりとかで、一度、事故が起きたのが、自分の田んぼを見に行ったん

かな。何か、娘さんとお父さんだったかな、どちらかが降りたところはちゃんと

道だったけれども、１人は川であって流されてしまって亡くなられた。

それも、そういう状況を聞いて、ただニュースだけで知るんではなくて、どう

いうところに気をつけたらいいかという、その情報というのはすごく必要かな、

と思いました。

で、今、私ども都市再生のモデル事業で国の事業をしているんですけども、書

き込みマップといいまして、行政だけの情報じゃなくて、本当に身近に県民や市

民が書き込んで、ここは今、危ないよということ。その情報を取るために行った

ら駄目ですけれども、高齢者の方にはパソコンでの情報というのは非常に難しい

かと思いますけれども、若者に危険とかいろいろ瞬時にタイムリーにお知らせす

る意味では、県の総合政策課のほうの、もう動いてるんですけど、書き込みマッ

プというのが、東大の先生のもとで今、全国的にちょっと見直されて、災害の時

の情報提供として県民も参加するという方法としては、ちょっとおもしろい試み

があるので、それをちょっと参考までにということで。

○委員長

ありがとうございました。

○委員

もう１ついいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

非常にこれ特色が出とると思うんですけど、川による特色がいろいろあると思

うんです。例えば福井川なんかは上流と下流でちょっと意見が違うんですが、他

の川は同じとか、それと福井川では、どちらかというと女性のほうが環境に関心

が高いのに、撫養川では男性のほうが環境が高い。

非常に川の特色がいろいろ出ていると思いますので、計画を作る時に、川の特

色を含めたところでいろいろめり張りをつけて、折り込んでいただいたらありが

たいな、という感じがします。

それと、特に農業の関係の人は、問５とか問７とかで、はっきり意見が出とん
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ですよね。他の公務員とか学生では、これが非常にあいまいな形になっておりま

す。目的というか、利用が。利水の立場が密接なのかも分かりません、農業の方

なんかはね。

それと、農業の方は、またそれが高齢の方が多いから、スロープとか、立場に

よってバイアスがあるとですね、職業による年齢の特徴、学生は若い、農業は高

齢というのが大体あると思うんですね。

そういう特色がいろいろとおもしろく出ておりますので、そこらも、きめ細か

く分析していただいたらと思います。よくこれ、できてると思いますよ。

○委員長

委員の教授であった○○先生かな。

○委員

そうです。

○委員長

吉野川でこういうのをやっとんですね。一番最初に川の散歩とか何とか、毎日

利用してますか、という利用回数を一番に問うて、それを見ると何か５００ｍ以

内の人しか余り利用してないのが分かりますね。それ以外は、余り関心がないん

だそうです。これ、ちょっと参考までに。こういうことが入っていると、まとも

なアンケートだなあと思いますけど。

よろしいでしょうか。じゃあ、今日出ましたご意見を踏まえまして、今後の川

づくりに生かしてください。

事務局から、何か外に報告することありますか。

○司会

先日、徳島市八万町の○○という住民団体がございまして、園瀬川の河川整備

計画を早急につくっていただきたい、という要望が河川課のほうに上がってまい

りました。

その要望書を委員の皆様方にもお渡しいただきたいということで、預かってご

ざいますので、また後でお渡ししたいと思います。

園瀬川につきましては、一級河川吉野川水系の河川でございまして、委員の皆

様ご存知のように、一級河川の河川整備基本方針については国が策定すると。県

管理河川部分について県が河川整備計画をつくっていく、という順番になってお

りますので、これから国の吉野川の河川整備基本方針であるとか、河川整備計画

の策定状況を見ながら、園瀬川については準備していきたいと考えております。

また後でお渡しいたします。よろしくお願いします。以上です。

○委員長

一級河川。もう１回言いますけど、一級河川、二級河川、ありますが、園瀬川
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は一級河川ですね。

○司会

はい。

○委員長

新町川も一級河川です。

○委員

吉野川水系なの、園瀬川は。

○委員長

吉野川水系。だから一級河川ですね。

○委員

園瀬川も入ってるんですか。

○委員長

はい。合流してますから。

○委員

ちょっとねえ。吉野川水系というのは、思いにくいね。

○委員

新町川でさえも合流するだけですからね。分流と合流と、本来どうなるかな。

○委員長

新町川水門は分流ですよ、あれ。吉野川から取り入れてますから。あれ、間違

いやすいんですよ。

○委員

園瀬川は間違いないんやね、一級河川ですね。確かですか。

○事務局

間違いございません。

○委員

はい、分かりました。

○委員

吉野川水系だけど、管理は直轄じゃないでしょう。

○委員長

管理は県でしょう。

○事務局

ええ、管理は県です。

○委員

貞光川でも一級河川、吉野川水系ですから。

○委員長

だから、吉野川でも、確か池田から上流が県管理なんですよ。阿南を流れてい
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る那賀川も鷲敷から上流が県管理です。

ということです。それじゃ、どうも皆さん、ありがとうございました。司会、

進行、お返しいたします。

○司会

貴重なご意見、いろいろいただきまして、ありがとうございました。ちょっと

時間は早いんですが、予定どおりこれから現場視察に移ります。

、 、 。現場へバスで移動いたしまして この県庁へ ５時を目標に帰ってまいります

県庁に到着いたしますと、この会議室にはもう入ってまいりませんので、荷物等

はお持ちいただきたいと思います。

バスは自由席になっておりますので、順番にお乗りいただきたいと思います。

○委員

すみません。飯尾川は、今までの議論に出てきている川ですか。あるいは、こ

れから整備方針として議論されていく川ですか。

○司会

そうですね。これから県としても大事な河川であるということで。

○委員

いつごろ、この委員会にかかってくる川ですか。

○司会

できましたら早い時期にということで、次回か・・・。

○委員

次回ぐらいに、その検討に入る川ですか。

○司会

そうですね、はい。

○委員長

園瀬川より先に、っていうことですね。

○司会

はい。

、 、 。今年度の予定ですけれども 年度内にもう１回 開催したいと考えております

○委員

年度内。今年じゃなくて。

○司会

はい、２月ごろということを今、考えております。

○委員長

大丈夫、２月。国立大の先生。２月の上旬なのか下旬なのか、中旬なのか。そ

れが国立大学、えらいきいてくるんですよ。

○委員
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２月は一番忙しい。

○委員長

だから、１月中にやったらいいんよね。

○事務局

センター試験が１月２１、２２日。２月に入ったら、学生の論文指導がある。

○委員長

思い出があるでしょう。

○事務局

はい。

○委員

、 。 。１月の祭日に うちは何か入試がなかったですかな １月の終わりもいかんね

○事務局

３月に入ったら何か・・・。

○委員

３月が気が楽やねえ。３月の初旬ぐらいがいいんだけどなあ。

○事務局

３月の頭ぐらいですか。

○司会

それでは、次回の日程につきましては、また相談させていただきますので、よ

ろしくお願いします。

それでは、時間が少しございますので、休憩していただいて、３時過ぎには下

へ降りてきていただいたらと思います。

正面玄関前にバスを停めてありますので、よろしくお願いいたします。
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（バスの中での説明）

○司会

ただ今から飯尾川の視察に向かいます。現場へ着くまでの間に、飯尾川の概要

につきまして、担当者のほうからご説明させていただきます。よろしくお願いし

ます。

○事務局

事業を担当しております○○申します。現場のほうは、私のほうから説明させ

ていただきます。

資料といたしましては、飯尾川中小河川改修計画、といいます青色の表紙のパ

ンフレット。それから、追加で配っております、台風２３号の浸水被害状況、と

いう１枚もののカラーのペーパー。それから、もう１枚、位置図といたしまして

横長の黒と緑と青の線で書いた１枚もののペーパー。この３つでご説明をさせて

いただきます。

きょう行っていただくところは、県庁を出まして、この位置図で申しますと角

、 、の瀬放水路といいますのが 右上のほうにＰと書いたところがございますけども

この放水路の樋門の位置ですね、そこでいったん降りていただく。

それから、もう１ヵ所は、中ほどに青のカッコ書きで加減堰というところがご

ざいますけども、ここの上に橋が通っておりますので、その橋の上でまた再度、

降りていただくような形になります。

この２ヵ所で現地の川の状況を見ていただいて、それから、また県庁へ帰って

くると、こういう行程を立てております。

主には、パンフレットを開いていただきながら、ご説明を聞いていただければ

と思いますが、まず、飯尾川の流域の概要でございますが、飯尾川といいますの

、 、 、 。は 下流が徳島市 それから中ほどに石井町 それから上流のほうは吉野川市と

要するに２市１町ですね。昔は鴨島町といっておりますけれども、合併によって

吉野川市になっておりまして、２市１町にまたがっております。

。 、 、河川の延長は２６ｋｍございます 県内では最大級の内水河川 これ四国でも

ほぼ最大の内水河川になっております。

流域面積が７１ｋ㎡でございます。この流域面積７１ｋ㎡といいますのは、ど

の程度の規模かといいますと、例えば、園瀬川の流域面積が６７ｋ㎡、それから

。 、桑野川が６８ｋ㎡でございます 勝浦川がほぼ２２０ｋ㎡ぐらいございますので

その１／３ぐらいの流域面積を持った内水河川、こういうことでございます。

流域につきましては、以前は阿波藍の産地でございました。それが、明治の３

０年代に稲作に転換されまして、現在のような土地利用になっております。その

際に、有名な用水路でございます麻名用水といいます用水路が、明治４５年ごろ

に造られております。
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これは、米作に転換される時に、水を流域に引くということで、当時の、井内

恭太郎さんという方が中心になって造られた用水路でございます。

きょうは、上流のほうの堰には行きませんけれども、飯尾川から麻名用水は直

接吉野川から取水しておりますけども、落水を再度、飯尾川から足りない分を取

水している、ということになっておりまして、麻名用水も飯尾川から取水してご

ざいます。

次、パンフレットを１枚めくっていただきまして、改修の経緯（その１）とい

うのがございますが （その１ （その２）で飯尾川の改修の経緯をずーっと一、 ）、

覧表にしたものがございまして、その次に右側の上のほうに、水利計画といった

ものがございます。

改修の経緯でございますけども、飯尾川といいますのは、非常に浸水被害の激

しい吉野川の旧河道ということもございまして、古くから浸水被害がありました

ものですから、昭和７年から１１年に１期改修ということで中小河川改修事業が

入っております。

これは、県下では最も早い本格的な改修事業の導入でございました。勝浦川で

すら昭和１１年、鮎喰川が昭和１８年ですから、それよりもまだ早い昭和７年に

１期改修に入っております。

１期改修はどういうことをやったかといいますと、その図にもございますよう

にもともと飯尾川といいますのは、第１樋門を通じて吉野川に合流している河川

であったということでございます。

それを約２ｋｍ下流に新川を開削いたしまして、水はけが悪いということで新

川を開削して、第２樋門を鮎喰川につけて、その鮎喰川に合流させた。そういう

ことでございます。

で、その新川を開削すると同時に、第１樋門から上流へ向かって、当時の川幅

を３倍程度に広げていった。ちょうど石井町と徳島市の境い、きょう２回目の現

場でもありますが、そこらあたりまで行った時に、上下流問題が当時からござい

まして、上流の水が一挙に下流に押し寄せてくると、こういうことがございまし

て、地元の大反対を受けまして、加減堰と呼ばれる人工の水路、ちょうど１００

ｍぐらいの間で、青石３面張り構造になっております。

、 、 、この加減堰を人工的に造って 上流からの水を加減する というようなことで

加減堰というふうに呼ばれております。

当時の第１期改修事業費は、ここにもありますように８８万円ということでご

ざいまして、この事業費は、現在の事業費に直しますと約１８億円ぐらいの事業

費になりますので、これをほぼ４年ぐらいの間でやった、ということでございま

すから、非常に大きな事業費をこの飯尾川に当時は投下した、ということでござ

います。
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その後も浸水被害が相次ぎまして、抜本的な現在の改修事業の前身になります

第２期の事業、これに着手したのが昭和３４年でございます。この３４年には、

、 、どういう計画が作られたかといいますと 非常に河川が長いこともございまして

ちょうど石井町と鴨島町の境いのあたりに関という地区があるんですが、この関

、 、 ．が非常に吉野川に近接しておりますので 関地点に放水路を抜いて そこに約１

７ｋｍの放水路を抜いて、そこにまた排水機場を造る、というような計画が昭和

３４年に作られました。

この関放水路、きょうはちょっと現場に行くことはできませんが、この関放水

路ができたのが昭和４１年でございます。同時に合わせて４５年には、約２０ｔ

の排水機場が完成しております。

その後、昭和５０年代に入りまして、下流、上流合わせて抜本的な治水計画を

入れようということで、国が内水排除施設計画を持つ。それから、県が河道計画

を持つということで、合わせ技で昭和５０年から５８年ごろにかけまして、現在

の治水事業の計画が作られました。

全体の改修延長が２４．１ｋｍでございます。先ほど申しました関の地点に当

時抜いておりました放水路と、もう１本、これからまいります角の瀬地点、これ

徳島市でございますが、角の瀬地点にもう１本の放水路を抜く、ということで、

２本の放水路で、放水路方式といわれてますが、２本の放水路を吉野川に抜く計

画が当時作られました。

基本高水の基本計画といたしましては、当時としては破格の５０年に１度とい

うことで、１／５０の基本計画が作られております。

その流量配分図は、ちょうどパンフレットの真ん中の上のほうの水利計画とい

うところに流量配分図を載せておりますけども、１／５０ということで、非常に

大きい計画でございますので、下流から進んでいくと上流まで行くのがなかなか

だ、ということで、実施計画としては暫定計画を作りまして、現在、国の認可を

得てやっているのが、この１／５の計画でございます。

１／５の計画といいましても、用地買収、それから主要構造物等々は、かなり

広く１／５０、基本計画対応になっております。

用地は買いますが、河道そのものは２次内水の問題もございますので、ハイウ

ォーター堤ということで、計画高水位までの高さしか造らずに、河道は素掘り河

道として掘る、というような計画でできております。

さらに、改修事業区間が２４ｋｍもございますから、下流からやっていったん

では、例え１／５といえども上流端に行くのに数十年、あるいは百年単位でかか

ってしまう、ということもございまして、この２本の放水路を利用しまして、暫

々定計画と呼んでおりますけども、下流に負担をかけないように、上流にも事業

効果を及ぼすということから、１／１．１、ほとんど現状の川を若干広げる程度



30

第 回とくしま川づくり委員会14

でございますけども、そういった処理計画の下のほうに書いておりますように、

暫々定計画も工事計画として持っております。

この暫々定計画といいますのは、今回、２回目の現場に行きますが、加減堰と

呼ばれるところの上流、これについては暫々定計画、実施計画の１／５より、ま

だ小さい計画ですね、これで実施しております。

ただ暫々定計画といいましても、用地買収とか、構造物は将来対応の１／５０

で造っております。

で、この加減堰より下流は、その実施計画の１／５河道計画ということで、１

／５の断面で実施しております。改修計画としては、そういったところでござい

ます。

それから、ちょっと加えて申しますと、近年の既往水害でございますが、パン

、 、フレットの右側一番下に書いておりますが 飯尾川流域で非常に大きかったのが

近年で申しますと昭和５０年８月、これは確か台風６号だったですかね。それか

ら、次は５１年９月の台風１７号です。それで、ご承知のとおり昨年１０月の台

風２３号、この３つが近年では非常に大きな被害がございました。

で、被害規模で申しますと、ここにも書いておりますけども、５０年８号洪水

が約２，３００ｈａぐらいの浸水面積。それから、１，８００戸ぐらいの浸水家

屋でございました。

それから、５１年９月が３，５００ｈａで、１，７００戸ぐらいの浸水家屋。

昨年１０月の２３号台風は、ちょうど５１年に匹敵するくらいの３，６３０ｈａ

でございます。浸水家屋が１，３００戸ということで、ほぼ５１年当時と被害は

同程度でございます。

ちょうどお配りしております１枚ものの浸水区域を塗った台風２３号の図面

、 、 。と ５１年洪水を比べていただきますと ほぼ着色範囲は同じ程度でございます

５０年当時と現在と非常にポンプの規模も河道の改修も違いますけども、内水

、 、 。ということで ほぼ同程度の被害が昨年 出てしまったということでございます

最後に、事業の進捗の状況でございますが、ちょっと裏返していただきます。

工区がここに加減堰というところが、徳島市と石井町の間にございます。

、 、この加減堰から角の瀬放水路の間 この間が角の瀬工区といわれておりまして

この間について１／５で事業を進めております。

角の瀬放水路の下流につきましては、１期改修の際に、おおむね１／５の改修

が終わっておりますので、現在は角の瀬放水路から加減堰の間を１／５の規模の

改修をやっていると。これが第１工区と申しますか、角の瀬工区でございます。

この間でいいますと、角の瀬放水路は平成２年にできております。昨年の国の

補正予算で排水機場の新設が認められた、というところは記憶に新しいところで

ございますが、まだ排水機場は建設されておりませんが、用地は確保されており
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まして、現場で見ることは可能でございます。

その加減堰までがほぼ８．７ｋｍあるわけです。このうちの７．４ｋｍがほぼ

改修できておりまして、加減堰まで残すところ、あと１．３ｋｍぐらいというと

ころでございます。

それから次に、加減堰から石井町と鴨島町の間に関放水路がございますが、関

放水路は既にできております。

その間が、加減堰上流工区、第２工区とでも申しますか、加減堰上流工区とい

うふうに申しておりまして、これはほぼ７．２ｋｍございます。

そのうち、これはまだ暫々定ということで、１／１．１の計画でやっておりま

すが、ほぼ３．９４ｋｍぐらい、ちょうど、山瀬橋という橋があるわけですが、

４ｋｍぐらいできておりまして、５割強ぐらいができております。

それから、第３工区と申しますか、関放水路から上流の工区、これは関分水点

上流工区というふうに呼んでおりますけども、これについては関放水路と、それ

から向麻山橋といわれるところまで、全体が約８．２ｋｍあるんですが、そのう

ち、約４．３ｋｍ、５割近くができております。

河道計画、内水排除建設計画、これは直轄に対応していただいておりますけど

も、関放水路に現在は４０ｍ ／ｓの排水機能力がついております。これは計画３

が４０ｍ ／ｓでございまして、満杯の排水機場が既に平成５年に完成しており３

ます。

それ以外に、角の瀬放水路にも、全体で４０ｍ ／ｓの計画がございまして、３

この度、一部の着工が国の予算で認められたところでございます。これは、国の

事業で排水機場が建設される予定になっております。

で、もう１ヵ所、湯吸谷川という川があるんですけど、麻名用水を使って逆流

させてポンプで排水するという計画でございますが、湯吸谷に１０ｍ ／ｓの排３

水機場を造り、合計で９０ｍ ／ｓのポンプ計画が飯尾川にはございます。３

内水排除のためのポンプの計画、それから河道の確保という、この２つでもっ

て飯尾川の治水対策を進めておるところでございまして、一番の懸案は、先ほど

来、申し上げておりますように、第１期改修の時に造られました加減堰の撤去で

ございます。

この加減堰を撤去するためには、当然、下流の改修もしくは加えて角の瀬放水

路の排水機場の建設が必要になる、ということでございまして、それに向けて鋭

意、努力しているところでございます。

全体の説明は以上でございますので、横断図等々はパンフレットにございます

ので、それを参考にしていただきながら、現地を見ていただければと思います。

、 、 、 、あと ご質問がございましたら 随時出していただければ 答えられる範囲で

各担当から答えてまいりたいと思います。以上でございます。



32

第 回とくしま川づくり委員会14

以 上

（速記 笠井 和子）


