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第２４回 とくしま川づくり委員会

議 事 録

日時：平成２５年７月３０日（火）

１０：００～１２：００

場所：千秋閣 ６ 孔雀の間F

【司会】

定刻となりましたので、ただいまから「第２４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、河川振興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。よろしくお願いいたします。

それでは、まずはじめに、○○河川振興課長より開会のあいさつを申し上げます。

【○○課長】

。 。皆さんおはようございます 今ご紹介いただきました河川振興課の○○でございます

本日はご多忙の中、各先生方におかれましては、ご出席賜りまして、誠にありがとうござ

います。さらに本県の河川行政に対しまして、ご理解とご協力いただいておりますことに

この場をお借りいたしまして、厚く御礼申し上げます。

さて、本県におきましては去る３月２９日に海岸保全施設の設計の根拠となります設計

津波水位、いわゆるＬ１津波に対する水位を全国に先駆けまして発表させていただきまし

た。現在は、その設計津波、Ｌ１津波に対しまして、県民の皆様方の生命や財産を守ると

いうことで、具体的な整備を進めるための準備をさせていただいておりまして、例えば、

海岸基本計画の作成、あるいは関連いたします河川整備計画の策定を進めているという状

況でございます。

また、先日でございますけれども、山口県あるいは島根県におきまして、記録的な大雨

もありまして、甚大な被害が発生している訳でございますけれども、本県におきましても

、 、昨今の地球温暖化ということが起因されているのかと思いますけれども 台風の大型化や

あるいはゲリラ豪雨の発生によりまして、毎年のように浸水被害が発生しているという状

況でございます。

本県におきまして、やはり河川の整備というものが非常に大事であると考えておりまし

て、皆さまのご理解をいただきながら今後とも積極的に河川整備を進めていきたいと考え

ているところでございます。

さて、本日の委員会は、二級河川海部川水系河川整備基本方針の修正素案、それと吉野

川水系三好西部圏域河川整備計画の変更素案でございます。

この２件についてご審議賜るということになってございます。委員の皆様方におかれま

しては、積極的なご審議を賜りまして、この議案をまとめてまいりたいと考えてございま

す。本日はどうぞよろしくお願いいたします。

【司会】

それでは、議事に入ってまいりたいと思いますが、議事に入ります前に、配布資料につ
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いて確認させていただきます。お手元の資料をご覧ください。本日の会議資料といたしま

して、まず資料１としまして次第。資料２といたしまして、とくしま川づくり委員会設置

要綱と委員名簿。資料３といたしまして配席図。資料４といたしまして、二級河川海部川

水系河川整備基本方針の修正素案。資料５といたしまして、資料４修正素案の説明資料で

ありますパワーポイントの打ち出し。そして資料６といたしまして、Ａ３横版になります

けれども、素案と資料４の修正素案との対比表です。この資料６につきましては、 後の

ページに前回の委員会でいただきました意見とその対応案を添付してございます。資料７

といたしまして、吉野川水系三好西部圏域河川整備計画の変更素案。資料８といたしまし

て、資料７変更素案の説明資料でございますパワーポイントの打ち出し。資料９といたし

まして、こちらもＡ３横版になりますけれども、資料７の変更素案と現計画との対比表。

資料１０といたしましてその他の資料となります。そして 後になりますけれども、資料

１１といたしまして前回第２３回とくしま川づくり委員会の議事録ということで、１１種

類になっています。お手元に揃っていますでしょうか。ご確認をお願いいたします。

続きまして、連絡事項がございます。

まず、これまでご審議いただいておりました飯尾川を除く吉野川水系中央南部圏域河川

整備計画につきまして、国土交通省に対し、河川法に基づく正式協議をしておりました。

昨年の１２月１０日に国土交通省四国地方整備局長から整備計画の認可をいただき、同日

付けで吉野川市や石井町をはじめ、関係機関に対して通知をいたしました。これで飯尾川

を除く吉野川水域中央南部圏域河川整備計画に関しましては、その策定の手続きが全て完

了したということをご報告申し上げます。

次に、当委員会の委員につきましては、昨年の６月３０日をもって任期が切れておりま

す。そういうことから、同年の７月 日付けで新たに委員に就任していただいた方、再度1
委員をお願いした方がおられますので、本日、○○委員、○○委員、○○委員は所要のた

め欠席とはなっておりますけれども、改めて委員の方々をご紹介させていただきたいと思

います。

それではまず、現○○委員長の後任委員長についてでございます。お手元の資料２「と

くしま川づくり委員会設置要綱」をご覧いただきたいのですが、その第３条に委員長は委

員の互選によって定めるとございます。現○○委員長から後任には、阿南工業高等専門学

校の副校長である○○委員を推薦するとのお話しもいただいたところでございまして、そ

の委員長の選任につきまして、各委員の方々に事前説明させていただきました。その時、

皆様から委員長については○○委員でということでご内諾をいただいているところではご

ざいますけれども、ここで改めまして○○委員に当委員会の委員長をお願いするというこ

とで、よろしいでございましょうか。

【各委員】

異議なし。

【司会】

ありがとうございます。それでは○○委員には、河川工学の視点と委員長として会議の
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取りまとめ役をお願いしたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

引き続き、委員名簿の順にご紹介させていただきたいと思いますので、資料２の別表、

委員名簿ご覧頂きたいと思います。まず、徳島大学大学院教授の○○委員でございます。

植物生態学の視点からご意見、ご助言をお願いしたいと思います。

続きまして、徳島大学大学院教授の○○委員でございます。本日は欠席されております

、 、 。 、けど ○○委員におかれましては 二期に渡って委員長を努めていただきました 今後も

引き続き委員として都市計画、地域計画の視点からご意見、ご助言をお願いしたいと考え

ているところでございます。

続きまして、ＮＰＯ法人コモンズ理事の○○委員でございます。住民参加の視点からご

意見、ご助言をお願いしたいと思います。

続きまして、徳島大学大学院教授の○○委員でございます。水の生き物学の視点からご

意見、ご助言をお願いしたい思います。

続きまして、四国大学名誉教授の○○委員でございます。本日はご欠席ですけれども、

生活科学の視点からご意見、ご助言をお願いしたいと考えております。

続きまして、ＮＰＯ法人新町川を守る会副理事長の○○委員でございます。地域活動の

視点からご意見、ご助言をお願いいたします。

続きまして、徳島大学総合科学部長の○○委員でございます。歴史地理学の視点からご

意見、ご助言をお願いいたします。

続きまして、四国大学講師の○○委員でございます。徳島経済研究所の○○委員の後任

としてお願いしているところでございまして、本日はご欠席ですけれども、経済学の視点

からご意見、ご助言をお願いしたいと考えているところでございます。

続きまして、徳島大学大学院教授の○○委員でございます。徳島大学名誉教授の○○委

員の後任としてお願いしているところでございまして、河川工学の視点からご意見、ご助

言をお願いしたいと思います。

以上１０名の委員の方々でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、

議事議題に従いまして、ここからは委員長でございます○○委員の方に議事進行をお願い

したいと思います。○○委員長よろしくお願いします。

【○○委員長】

それでは改めまして○○でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

先ほど○○課長からもありましたように、全国各地というか今は山口、島根で水害また

新潟で水害が起きております。さらには、今日の未明には地震があったということで、徳

島県も地形的にも気象学的にも色んな自然災害がいつ起こっても仕方がない、危ない所で

ございます。そういう中で徳島県の川づくり委員会ということで、いわゆる住民が安心安

全に生活できるように、良い川づくり、まちづくりができるように皆様方のお知恵を拝借

したいと思います。前委員長の○○先生のように会を進めることができるかどうか自信は

ございませんが、皆様方のご協力を得ながら会を進めていきたいと思いますので、よろし

くお願いいたします。

それでは議事を進めてまいります。

まず、二級河川海部川水系河川整備基本方針の修正素案についてですが、前回は、平成
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２４年３月１５日にありました。委員の皆様からいただいた意見に対しまして、事務局の

ほうで対応していただいております。その後、国との協議、地震津波対策の検討も行って

いると伺っていますので、その結果も含めまして、説明をお願いしたいと思います。どう

かよろしくお願いいたします。

【○○係長】

おはようございます。河川振興課担当係長の○○です。よろしくお願いします。座って

説明させていただきます。

前のスクリーンをご覧いただけたらと思います。ペーパーは用意しておりません。今か

らご審議いただきます海部川水系河川整備基本方針でありますが、今、委員長からご説明

いただきましたように、前回平成２４年３月に第一回目として川づくり委員会に整備基本

。 、 、方針の素案を諮らしていただいております 今 委員長からご説明いただきましたように

前回の委員会の後、国土交通省と協議等をさせていただいて、地震・津波対策の検討そう

いったものも含めて、今回、第二回目の川づくり委員会での審議といった流れになってお

ります。よろしくお願いします。

それでは、お手元の資料５ないし本文については資料の４になります。資料の５のパワ

ーポイントの打ち出しも見ながらご説明させていただきます。まず、流域の概要でありま

す。流域面積は約２０６平方キロメートルと徳島県の中では２番目に大きな流域面積を持

っている二級河川となっております。地形の概要ですが、皆さんご承知のように海部川は

約９割が山間部を流れております。河口の約２ｋｍないし３ｋｍの間だけ平野部を流れて

おり、その間に人口および資産が集中しているというのが海部川の状況であります。気候

の状況でありますけれども、海部川は徳島県の県南に位置するといったことで、年間降水

量３，０００ｍｍを越えると、県内はもちろん、日本内でも有数の多雨地帯といったとこ

ろであります。自然環境でありますけれども、まず上流域は、杉や桧の人工林の間を川が

蛇行しながら流れている。それで、皆ノ瀬とか荒瀬といった名が示すように、瀬がかなり

発達してるのがここの地域の特徴。それと、動植物としては、アマゴ、それからウグイ、

カワムツといった魚が生息しております。そして、それら魚を狙っているヤマセミといっ

た鳥などが生息している。それと、あとのページに出てきますけど、国の天然記念物であ

るニホンカモシカも生息していることが確認されている。これが海部川の上流の自然環境

であります。

次に海部川の中流でありますけれども、田んぼと民家の間を瀬と渕を繰り返しながら蛇

行しながら流れているのが、この地域の特徴であります。希少種といたしましては、スナ

ヤツメ、落葉が堆積しているワンドに生息しているスナヤツメが確認されております。そ

れから砂礫層の平瀬には、アカザが確認されております。それとこの辺りから神野堰など

の取水用の農業堰が出てくるのが、海部川中流域の環境であります。

海部川の下流に移りまして、冒頭申しましたように、この辺りにほとんどの人口及び資

産が集中しております。国道５５号ないしＪＲ牟岐線を横断するように流れています。そ

れから、海岸には非常に景観の綺麗な大里海岸があります。希少種といたしましては、ア

ユカケやボウズハゼといった魚類、それからモズクガニ、テナガエビ、こういった非常に

水の綺麗な所に生息する生き物が確認されているところです。それから、河口の砂礫層に
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は砂州が形成されておりまして、そこにはイカルチドリといった希少な鳥類も確認されて

いるといった状況であります。

支川の母川ないし善蔵川です。母川というのは右支川になります。河口部で、もうほと

んど海に近い所で海部川に合流しております。母川につきましても結構町の中を流れてい

る川であります。母川で一番有名なものとして、右上にあります天然記念物として指定さ

れているオオウナギの生息地があります。それと６月５日の徳島新聞のほうに掲載されて

おりましたけれども、真ん中のツクシイバラも県のレッドデータブックの絶滅危惧種とし

て登録されておりますけど、これが全国屈指の群生地といったことで新聞報道されたとい

うのが新しいことであります。

それと、善蔵川は左支川になりますけど、海部川の河口部で流れ込んでいます。ここに

はヒメコウホネといった環境省や徳島県のレッドデータブックに載っているような希少種

が確認されているといった自然環境であります。

海部川の水質ですけれども、皆さんご承知のように海部川は非常に清流と呼ばれており

まして、水が大変綺麗であります。それと、この川は環境省の類型指定がされておりまし

て、吉野橋から上流が河川Ａ 類型、そこから下流が河川 類型として指定をされておA A
ります。ＢＯＤでいきますと、０．５ 以下といったことで非常に綺麗な水質を示しmg/l
ております。徳島県においては、やっぱり大腸菌群数がどうしても、この海部川において

も若干悪い数値を示している時があります。大腸菌群数の適合率を書かせていただいてお

りますが、下流部における新海部川橋、それから母川橋といったところでは、７２％ない

し４２％といった適合率になっております。それから吉野橋から上流になりますと、河川

ＡＡ類型と類型指定がかなりきつくなるといったこともあって、大腸菌群数の値そのもの

は小さいんですけども、環境基準からすると適応率が３６％程度といったところで、大腸

菌っていうのが一つの環境の悪いというところになっております。

次に、過去の水害、洪水についてであります。やはり大きいのが、昭和２５年のジェー

ン台風、全壊が２５棟、半壊が１２３棟、それから床下浸水が５９８棟といった非常に大

きな洪水の記録があります。それと昭和４０年にありました台風２３号、２４号が大きな

浸水記録として残っています。それと近年といたしましては、平成１０年です。３年前ご

審議いただいた宍喰川がそうでしたけれども、平成１０年の台風豪雨というのが、県南で

は結構大きな被害として記録されております。それと一昨年、平成２３年の台風１２号が

まだ記憶としては浅い所なんですけども、海部川の水位計の記録をしてからで 高水位を

示したのが、この平成２３年の１２号台風といったことで、過去から洪水の被害というの

はやはり繰り返されているというのが実情であります。これは先ほど説明させていただき

ました写真です。昭和２５年のジェーン台風および平成１０年ないし右側が平成２３年の

１２号台風、２３年の１２号の時には、国道１９３号が海部川の浸水によって浸かって通

行止めになったということで、その写真を載せています。

治水事業の沿革ですけども、ジェーン台風があったといったことで、海部川は古くから

河川改修事業に着手して、古いものでは海部川本川では昭和２４年頃から河川改修事業を

実施しております。それから支川の長泉寺谷川ないし母川については、昭和４６年頃から

河川改修を実施をしてきております。あと、排水ポンプでありますとか、高潮対策であり

ます水門ですね、それが善蔵川のほうで整備をしております。それで過去からずっとやっ
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てきた治水事業でありますけれども、現在のところ、これら海部川ないし主な支川につき

。 、 。ましては概成している 今現在では 河川事業を行っている河川っていうのはありません

ほぼ概成しているのが今の状況であります。

地震・津波の被害の状況といったことで過去の文献ないし地元にいろんな石碑が残って

おりまして、そういうのを調べております。徳島県において、南海トラフ地震、南海地震

が１００年から１５０年に一度起こっておりまして、近年では昭和南海地震、これは町史

での浸水エリアになってはおりますけども、町史でも浸水エリアの記載が残されていると

ころ、あと安政南海、慶長、宝永といった各地震の記録というのが現場でも残されている

といった状況であります。

水利用、空間利用のところで、途中流域概要でもご説明しましたけれども、まず水の利

用としては、農業用水としての利用が主であります。海部川本川にはいくつか取水用の堰

が見受けられます。それと、特にこの季節なんかは鮎釣りが結構盛んです。それと清流、

非常に水が綺麗、それから河原が、瀬と渕が発達しておりますので、キャンプとかカヌー

とか川遊びをしてる姿が見られるのが、海部川の特徴であります。

社会環境としては、県南の海陽町では、どうしても過疎化ということで人口が年々減っ

てきている傾向が見られます。それと、元々林業が非常に盛んなところで、一次産業が大

きなところだったんですけども、その一次産業の就業者が年々減少しているというのが、

右のグラフからも見受けられるところであります。

歴史・文化財といったことで、文献等で調べられるものをお伝えをさせてもらっており

ます。先ほど言いました母川のオオウナギ生息地、せり割り岩も有名な所であります。あ

。 、 、 、とは轟きの滝です そこでの祭りとか それからヤッコソウの北限地 あと大里古墳とか

こういった文化的なものが結構有名で残されております。

今までが河川の概況でありまして、海部川における基本理念を三点あげております。治

水、それから地震・津波対策、安全で安心できる社会の実現、それが一点目。それと、自

然環境の保全といったこと、非常に自然豊かに残されてる清流海部川を残そうといった環

境の保全です。それと、海部川はよくレジャー施設に利用されています。この海部川の個

性を地域社会への形成ということで活力を残していこうと。これらの三つの基本理念をま

とめて、人と自然が共生して次世代に誇れる自然豊かな清流をコンセプトに、今後は目標

として整備を行っていきたいと考えております。

特に治水、治水・洪水・地震・津波対策における目標、それから環境面、利水面、それ

と川づくり利用面といったところで、各目標を書かせていただいております。あとで出て

きますけれども、治水面では、５０分の１の雨に対応としたところ、それから南海トラフ

の巨大地震に伴う地震津波対策です。それから第二室戸級の高潮対策。あとソフト・ハー

ド面からの治水に対する被害の軽減を基本理念としてあげさせていただいてます。河川環

境といたしましては、今も残されている生態系に配慮しながら、住民に親しまれるような

河川空間の整備。それから、健全な水環境の構築を住民と共同で残していこうといったこ

と。あとは、河川愛護もどんどん進めて行きたいと。あとは、農業用水ですね。水豊かに

利用されておりますので、この農業用水の確保、それから流水の正常の機能の確保を基本

理念として、あげさせてもらっております。

洪水に対する目標としては、治水基準点を清流橋に設置させていただいておりまして、
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そこでの２，６００ を基本高水として、この２，６００ を安全に流下させるこm3/s m3/s
とを治水の目標としております。

次に、地震・津波対策です。先々週、先週と、各委員の先生方への事前説明に回らして

、 。いただいた時にもご説明させていただきましたけれども 前回から１年半空いております

この１年半の中で一番大きかったのは、一番時間かかっていたというのが、この地震・津

波対策の検討です。冒頭、課長からも説明がありましたけれども、本県においては、Ｌ１

津波の水位の設定をこの３月２９日に公表させていただいております。まずＬ１津波とＬ

。 、 、２津波の説明を簡単にさせていただきます レベル２というのが 大波クラスの津波で

発生頻度としては極めて低いですけれども、甚大な被害が起こる津波。イメージで言いま

すと、やはり東日本大震災クラスの津波がＬ２の津波ということになります。一方で、Ｌ

１津波というのは、百年から百数十年の頻度で起こる津波。これは施設計画上の津波とい

う呼び方をしておりますけども、海岸保全施設の整備の基本となる高さでありまして、河

川内においても、これが基本となって津波が河川を遡上する計算をして、その高さを出し

て、今後、整備の基本となる津波の高さとなります。津波の水位Ｔ．Ｐ．＋４．５ｍは、

大里海岸におけるＬ１津波の高さとなっております。この数字は、３月２９日に公表させ

ていただいておりますけれども、この数字を出すために去年１年間頑張ってきたところで

あります。この大里海岸Ｔ．Ｐ．＋４．５ｍのＬ１津波高の公表を受けまして、河川にお

ける津波をどうするのかということで、河川の縦断図を書かしていただいております。左

、 、 ． ． ． 。端がゼロ点 つまり河口付近になりまして 赤線がＴ Ｐ ＋４ ５ｍとなっております

上の青の点線が既存の堤防の高さになっております。見ていただいて分かるように、河口

部には約１０ｍの堤防の高さがあります。つまり、これは大里海岸の堤防の高さが約１０

ｍあり、そこから川に入ってガクンと下がります。河川の整備は、今までは上流からの洪

水、それから河口部における高潮の高さの高いほうで整備をしていたのが今まででした。

それプラス、今後はＬ１津波の高さも考慮して、三つのうちで も高いところについて整

備をしましょうということで、今回、海部川においては、このＴ．Ｐ．＋４．５ｍの高さ

が一番高いということで、このＴ．Ｐ．＋４．５ｍが基本の高さとなって今後は整備をす

ることになります。

あとは、流水の正常な機能の維持ということで、いわゆる利水の状況、それから動物の

保護の観点から、今まで流量観測が出来ていないので流況の把握に努めて、今後、調査検

討を行った上で決定していきたい思っております。以上、海部川の修正素案について説明

させていただきました。

資料６の 後のページに、前回の委員会から○○委員、○○委員、○○委員からいろい

ろな意見をいただいた中で 本文に反映できるものを記載しております ○○委員から 海、 。 「

部川においてはダムがない。自然がよく残っているといったことが非常に重要で、この辺

りについてもう少し書き込みを」という意見をいただいております。そこで１ページのほ

うに 「大規模なダムはなく、四国随一の清流と称されるほどの清らかな流れ」といった、

言葉を追記させていただいております。次、二つ目です。自然環境のところでご説明させ

ていただきましたが、天然記念物のニホンカモシカについても追記をさせていただいてお

。 、 。ります それから三つ目 ○○委員から上流域は林業地帯であったということの追加です

これについても、海部川は、樵木林業という独特の創造的な林業が発達していたというこ
こ り き
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とがありますので、記述を追記をさせていただいております。それから四つ目としては、

○○委員から川の中の栄養分が海の漁業に大きな役割を果たしているとの追記ということ

で、５ページに「川から供給される山の栄養によって豊かな漁場が形成され、大敷網漁と

いう伝統的漁法などが行われている」ということを追記させていただいております。それ

と五つ目として、ヤッコソウについて記載できておりませんでしたので、追記させていた

だいております。あと、○○委員から土砂崩壊による自然ダムのリスクについて記載をと

いうことで、過去に、１８９２年、明治２５年になりますけれども、保瀬の崩壊という非

常に有名な大崩壊が海部川にはありました。大型天然ダムが崩壊してたくさんの命が無く

なっておりますので、追記をさせていただいております。それから、天然ダムの発生に関

しましては、土砂災害といったことで、我々河川管理者が出来ることは難しいのですが、

関係機関と連携を図って被害の軽減に努めることを追記をさせていただいております。

以上が修正素案の説明であります。

【○○委員長】

ありがとうございました。

今、二級河川海部川水系河川整備基本方針（修正素案）について、事務局から説明をい

ただきました。まず 初に、パワーポイントで説明いただいたところから、何か質問があ

ればと思いますがいかがでしょうか。その後で、記述についての審議に入りたいと思いま

す。

私から１つ。このＬ１津波とＬ２津波のところで、場所が違ってＴ．Ｐ．を表示してあ

りますが、同じ地点で水位の高さはどの程度違いが出てくるのでしょうか。資料５の２１

ページです。Ｔ．Ｐ．＋４．５ｍ（大里鞆浦 、右のＬ２ではＴ．Ｐ．＋８．１ｍ（鞆浦）

漁港）と場所が違うので、ちょっとわかりにくいと思うのですが、もし同じ地点であれば

どの程度違うのでしょうか。

【○○係長】

河川振興課の○○と申します。

大クラスのＬ２津波に関しましては、徳島県危機管理部局が昨年の１０月３１日に公

表した数値になります。上の欄に書いてある括弧書きは、その時に公表した代表地点の名

称であり、大里海岸の周辺一帯の代表箇所の数字を書いております。Ｌ１津波に関しまし

ては、施設を整備する上で検討しなければならない津波高ですので、海岸線を全て１０ｍ

メッシュの値を並べて、その中で 大値を取っております。ここで取ってあるＴ．Ｐ．＋

４．５ｍというのは、徳島県を２５の地域海岸に分けまして、その時に付けた名称が大里

鞆浦という名称にしただけであり、この周辺一帯で一番高い値Ｔ．Ｐ．＋４．５ｍを採用

したものであって、場所が違うというよりも、Ｌ１津波に関しては、沿岸線全ての中で一

番高い値を採用しております。

【○○委員長】

場所をあまり拘らなくても、全体これくらいの差が出てくるということでしょうか。
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【○○係長】

ここの記述に関しましては、それぞれ公表した時の地点の名称でして、特に海部川の河

口にある大里海岸周辺については、たまたま徳島県で公表した時の地域海岸名称として大

、 。里鞆浦という名前を付けただけであり この辺一帯の中で一番高い値を採用しております

【○○委員長】

はい。ありがとうございました。

もう１点よろしいでしょうか。洪水の事は書いてありますが、反対に渇水で農業用水で

水が少なくて困るということがある地域ではないのでしょうか。

【○○係長】

海部川については、多雨地域ということもあり、過去からも渇水被害の記録はありませ

ん。

【○○委員長】

ありがとうございました。

次に、記述についてご意見があれば、よろしくお願いいたします。

【○○委員】

本文９ページの１行目ですが、年超過確率と記載されていますが、前からこのような記

載でしたか。

【○○係長】

、 、 、実は 昨年の秋頃に国からの指導で 今までは５０年に１回の雨と書いておりましたが

５０年に１回の雨と書くと住民の方に５０年ごとにしか起こらないと誤解を与えるという

ことで、年超過確率は非常に難しい言葉でなかなかイメージしにくいのですが、毎年毎年

５０分の１の確率でこの雨が発生するという意味合いで書くように国からの指導もあり、

変更しております。これからは、このような記述になっていきます。

【○○委員】

それはいいのですが、一般の方もほとんど分からないと思うので、注記を入れておく必

要があると思います。

【○○係長】

わかりました。

【○○委員】

あと、高さがＴ．Ｐ．＋４．５ｍとなっていましたが、３ページ目の一番下に、たぶん

その根拠となる水位観測以来 高水位を記録と書いてあるが、数字が入っていない。Ｔ．

Ｐ．＋４．５ｍの根拠となると思いますので、実際の水位の高さを記載する方が良いと思
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います。

【○○係長】

高水位の記録ですね。Ｔ．Ｐ．＋４．５ｍは津波の高さで、水位はかなり上流の地点

ですが、水位は記載させていただきます。

【○○委員】

例えば３ページにルビを振っていますが、鞆奥中学校とか紀伊水道高潮対策事業にはル

、 。ビはいらないと思いますので 単独の地名とか難しい用語に絞ったほうが良いと思います

【○○係長】

わかりました。他の箇所も確認させていただきます。

【○○委員】

３ページの治水事業の沿革の書きぶりの点ですが、例えば先ほどおっしゃられた一番大

きな被害が出たと言われる昭和２５年のジェーン台風の状況が載っていなかったり、今ま

でいろいろな事業を実施してほぼ概成しているということが余り載っていない。これは、

整備計画の前段になる位置付けだと思うので、恐らく今までどういう災害があって、それ

に対してどういう手当てをしていったか、さらにまだこういう課題が残っているというよ

うな話が分かるようにもう少し書かれるべきと思います。その意味で、年代的に災害があ

りました。あるいは、この年からこういうことを始めましたということは書かれています

が、それらの関係とその結果、今どうあるのか、もう少し分かり易く書かれた方が良いの

ではという気がします。

【○○係長】

事実だけを書いていて、今時点のまとめがないという形になっていると思いますので、

記述を工夫しながら修正したいと思います。

【○○委員】

恐らく治水の点では２，６００ という計画があって、今それが流せる状況にあるm3/s
のか、今まででその手当てが出来ているのかがキーポイントになってくると思います。

【○○委員長】

その他、ご意見をお願いします。

【○○委員】

６ページの河川の総合的な保全と利用に関する基本方針で、先ほどご説明いただいたこ

の海部川の目標として 「人と自然が共生し、次世代に誇れる自然豊かな清流」というこ、

とは書かれていますが、ちょっと記憶は定かではないのですが、ここの良さは、ダムがな

いということ、それによる土砂の流れが阻害されてないということが売りで、土砂が上か
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ら下まで流れてきて、かつ、大里海岸を作っている供給源であるということを意識しなが

ら流域一環の河川整備を行っていくということで定住を維持するということが議論され

て、私はそういう意見を申し上げたつもりだったのですが、この資料６を見てみると載っ

ていない。ダムもこれからできる予定もないですし、むしろここでしか実現できないこと

としての土砂監視がないというか、土砂の流れと川が自由に作られるということをどれだ

け担保できるか、担保していくかということが、基本方針の中で流域一環の河川整備とい

う文言とかと合わせて、土砂の自由な流れということによる河川内の生息区間の生成とか

水棲を維持するといったことも書いたらどうかと思うのですが。

【○○委員長】

どうでしょうか。

【○○係長】

確かに、作ってきた発想の中では水質に関するイメージが強かった思いがあり、記述が

こういう形になっております。土砂の供給ということに関して記述がありませんので、ど

こかで記述できるところを探して考えてみます。

【○○委員長】

関連してですが、土砂が十分流れているというイメージがあるのですが、河川を管理す

る上で土砂が流れるのが多すぎるのですか。適量なのですか。大里海岸に行くと、それこ

そパラペットの上まで土砂があるという状態で、すごいなあというイメージがしたのです

が、管理する側としてどのような考えでしょうか。

【○○係長】

その辺りは何が適正なのかということは、ちょっと難しいと考えています。

【○○委員長】

○○委員さんの意見に対する記述は大丈夫でしょうか。

【○○係長】

ちょっと考えてみたいと思います。

【○○委員】

６ページのことですが、真ん中から少し下のところで「 大クラスの津波」と「施設計

画上の津波」が一般の方には非常に分かりづらい言葉なので、先ほどと同じですが、例え

ば注記でもいいですけど、まさに中央防災会議が出しているような三連動の地震であると

か、それから施設上の津波については、例えば百年から百数十年で周期的に起こるとする

、 、南海地震というふうにどこかに明記してた方が たぶん一般の方は分かり易いと思うので

それが一つですね。

あと、Ｔ．Ｐ．＋４．５ｍという数字が１０ページのほうに出ていますが、Ｔ．Ｐ．で
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すね、東京湾の平均海面ですが、Ｔ．Ｐ．が設定されたのは、私も詳しくないのですが、

確か１９６５年か１９６０年前後ですよね。それから海水面って何十ｃｍ上がってきてる

と思うのですが、これは関係ないのですか。今の海面の高さの４．５ ではなくて、要m
するに鞆浦のところの海水面から４．５ 上がるのではなくて、東京湾平均海面の測定m
した何十年か前の平均海面からということですよね。そうすると、今の鞆浦のところの平

均海面からどのくらい上がるのかということは算定は難しいのですか。何故かというと、

一般の方は、どうしても今の海面から４．５ 上がるのだろうと認識する訳です。実際m
の値というのは、Ｔ．Ｐ．は日本の標高の基準になっていますから、そこから上がるんだ

mよというところで 既に何十センチかの誤差が生じてきてるので これを見た時に４ ５、 、 ．

の津波が来るのか勘違いしてしまう。

実際に、例えば今の海面の方が高ければ、４．５ で津波が来れば、実際に数十ｃｍm
上乗せされている訳ですから、たぶんＴ．Ｐ．というのも一般の方には分かりにくいのと

いうことがあるので、今の鞆浦の海面の高さではないと。これはあくまで東京湾の平均海

面から上がった数字で、実際にはこれよりも高いか低いか分かりませんが、その辺りの説

明もしておいた方が分かり易いのではないでしょうか。

【○○委員長】

今のお話は、二つあったのでしょうか。昔と今と比べて温暖化に伴って海面が高くなっ

ている。それともう一点は、東京とこちらとの海面の違いということでしょうか。

【○○委員】

基本的にＴ．Ｐ．は東京湾の平均海面を測定した数字ですから、それから見たら、今、

たぶん海面は何ｃｍか上がっています。この件は専門ではないですが。

【○○委員】

大体、平均海面というのは、年々数字が変わっていくものですか。

【○○係長】

変わりません。

【○○委員】

その誤差がかなりのものにならないのであれば、あまりたくさんの情報を入れる必要は

ないと思います。かえってややこしくならないかと。

【○○委員】

ただ、Ｔ．Ｐ．の説明は入れる方が良いと思います。

【○○委員長】

一応、欄の下には書いてくれていますね。
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【○○委員】

あ、入ってますね。

【○○委員】

セミコロンになっていますが、コロンの間違いですね。

【○○委員長】

この表現でいかがでしょうか。

【○○委員】

一般的には、こういう表示標記になりますけど。

【○○委員】

誤差がどれくらいあるのか。例えば１ なのか、ほんとに５０ｃｍとかあるのであれm
ば、ひょっとしたら重要なのかも知れないですが、おそらく全国これで来てるんだと思う

ので、多分そう深刻なものじゃない気がするのですが。

【○○補佐】

河川振興課の○○と言います。津波の場合、計算する時に満潮干潮の変化もあり、今回

設定するに朔望平均満潮位ということでＴ．Ｐ．でいうと約１ くらいの高さ、満潮のm
時に津波が起こった設定で行っていますので、実際、干潮の場合ですとプラスマイナスで

いうと２ くらい低くなるということもあるので、津波が実際４．５ かというと、発m m
生時間帯によっても違いますので、そこらは難しいと思います。

【○○委員長】

よろしいでしょうか。

【○○委員】

はい。気温が２、３度上がると数十ｃｍ上がってしまいますよね。

【○○係長】

先ほど申し上げた朔望平均満潮位がこの地点で言いますと９１．７ｍｍです。この値を

用いてシミュレーションを実施しております。かつ、この９１．７ｍｍを出したのは、こ

こ５年間の朔望平均満潮位の平均値を用いておりますので、委員がご心配されている海面

上昇等はこの中で網羅されているものと考えております。

【○○委員】

県の方がＬ１とかＬ２を設定された時に、審議されたのでしょう。分かりました。
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【○○委員】

、 、 。 。確認ですが 海部川水系の整備基本方針は 海部川だけですか 善蔵川も入るのですか

【○○係長】

入ります。

【○○委員】

善蔵川の河川計画や流量とかの方針はないのですか。

【○○係長】

それはありません。各支川になると整備計画の時に設定するのが一般的です。例えば、

吉野川であれば、大きな面積ですが吉野川本川だけを流量設定するのが基本方針です。

【○○委員長】

よろしいですか。ご意見はありませんか。

ただ今、委員の皆様方からいろいろご意見をいただきまして、その意見を事務局で対応

していただいて、私のほうで確認させてもらった後に、委員の皆様にご報告させていただ

くということでよろしいでしょうか。

復唱しますと、３ページの治水事業の沿革の記述、更には特に６ページの「河川の総合

的な保全と利用に関する基本方針」のアのところ、津波のＬ１やＬ２に関連した記述を修

正してもらって、先ほど言いましたように私の方で確認して、また皆さんにということで

次のステップに進ませてもらってよろしいでしょうか。

【各委員】

（異議無し）

【○○委員長】

ご了解いただいたということで、内容は事務局と再調整した上で、必要な事務手続きを

進めていただくということに致したいと思います。

それでは、次の議題としまして、吉野川水系三好西部圏域河川整備計画の変更（素案）

に移りたいと思います。こちらについて、事務局より説明をお願いします。

【○○係長】

はい。資料の８になります。それと本文では資料の７になります。吉野川水系西部圏域

河川整備計画といったことで、平成１５年にこの川づくり委員会が始まって、県内で一番

初にできた河川整備計画でありまして、この度、初めての変更に向けた審議といったこ

とになります。簡単に流域概要を述べさせていただきますと、三好西部圏域と呼んでいる

圏域につきましては、吉野川の県内の 上流端、旧の山城町を中心としたエリアを三好西

部圏域と呼んでおります。吉野川もこの区間になりますと県管理区間になりますので流域

の対象となっており、銅山川、白川谷川といった結構大きな川もあります。現在の河川整
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備計画におきましては、このようにたくさんの川がある中で河川工事として対象としてい

たのが、平成の始め頃から柴川谷川におきまして柴川ダムというダムの建設事業に着手し

てずっと進めてきており、その計画の位置付けをしておったところであります。それで先

週来ずっと説明の中でもお話させていただきましたけれども、柴川ダムについては県とし

、 、ては中止という決定をいたしましたので それに伴う河川整備計画の変更といったことで

今から簡単に柴川ダムの中止に至った経緯につきまして再度ご説明をさせていただきま

す。

【○○主任】

河川振興課担当の○○と申します。それでは座って説明させていただきます。まずはじ

めに、平成１５年９月に策定いたしました吉野川三好西部圏域河川整備計画に位置付けら

れております柴川生活貯水池の概要についてご説明いたします。柴川生活貯水池は、吉野

川の支川、銅山川に流れ込む三好市山城町の柴川谷川において、①洪水調節を行い、水害

を防除すること、②三好市の水道用水を確保すること、③既得用水の補給など流水の正常

な機能の維持を図るという３つの目的を達成するため、高さ４０ｍ、堤頂長１０３ 、m
総貯水容量２５２，０００ｍ３の重力式コンクリートダムを計画したものであり、全体事

業費は８０億円で、平成４年より事業に着手し、工事用道路や付替道路の整備を実施して

おりました。

一方、国においては平成２１年１２月に「できるだけダムにたよらない治水」へ政策転

換を進めるとの考えに基づき、今後の治水対策について検討を行う際に必要となる幅広い

治水対策の立案手法、新たな評価軸及び総合的な評価の考え方等を検討するため 「今後、

の治水対策のあり方に関する有識者会議」を設置し、平成２２年９月にはダム本体工事に

着手していない全てのダムにおいて、検証を実施することとした「中間とりまとめ」が公

表され、国土交通大臣から柴川生活貯水池を含む全国８３ダムに対して検証の要請がなさ

れました。このため、平成２２年１１月より柴川生活貯水池の検証に係る検討を開始いた

しました。

検証につきましては、まず「検討の場」として、県及び共同事業者である三好市の行政

関係者により検討会を設置し、３回に渡り現計画の事業点検を行いました。更に、国から

示された検証の進め方では、学識経験者や関係住民の意見を聴く必要があることから、平

成２３年１０月に学識経験者として、当とくしま川づくり委員会から○○委員長、○○委

員、○○委員及び地元代表住民の３名を加えた「柴川生活貯水池検討委員会」に組織を改

組し、引き続き検証を行いました。この検討委員会では 「現計画のダム案」と「ダムに、

たよらない案」について、国から示された基準に沿って評価を行い、ダムに代わる治水・

利水の対策案が妥当とする対応方針（素案）を作成し、パブリックコメントや三好市の水

道給水区域内の方々などを対象とした地元説明会を実施し、いただたいた意見を反映させ

た、対応方針（原案）について、三好市長のご意見を伺い、対応方針（案）を作成いたし

ました。この対応方針（案）につきましては、徳島県公共事業評価委員会でご審議いただ

、 「 」 。き 平成２４年３月２８日に県としての 対応方針 を国土交通大臣へ報告を行いました

その後、国土交通省において、平成２４年１２月１７日の第２８回今後の治水対策のあり

方に関する有識者会議に諮られ、県の検証手順は「妥当」との見解が示され、平成２５年
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１月２５日、国土交通省において、柴川生活貯水池整備事業を「中止」することが決定し

たため、河川整備計画を変更するものであります。

続いて、検証において妥当とした治水対策につきましては、流下能力が不足する区間の

河道改修、既設砂防えん堤の改良及び地すべり対策を実施することとしており、また利水

対策につきましては、ダムでの水源確保から柴川谷川、支川のコヤノ谷川からの取水に加

え、隣接する川口簡易水道の給水区域を拡張し、複数の水源により、必要量を確保するこ

ととしております。今回の河川整備計画の変更につきましては、治水対策のうち、柴川谷

川において河川管理者が実施する河道改修を位置付けするものであります。

【○○係長】

柴川ダムの中止に至った経緯、それからその中止に伴う治水・利水の代替え案の説明を

させていただきました。先週もご説明させていただきましたように、柴川ダムの中止が決

、 。 、定して それから今回の河川整備計画の変更といった流れになっております 今から再度

三好西部圏域の概要ならびに今回の変更の素案についてご説明させていただきます。

圏内の自然環境の特性といたしまして、この圏域は北部が瀬戸内海気候、南部が太平洋

気候といったことで年間の降水量もかなりの違いがあります。北部の池田町に近いところ

につきましては１，４００ｍｍ程度、それから南部のほうでは２，０００ｍｍを超えると

いったことで環境条件が少し違う圏域であります。先程の海部川でもそうでしたが、この

辺りも過疎化が進んでおります。人口も昭和３５年当時と比べると５０年経って６０％程

度減少しております。就業者数としても、第一次産業がかなり減ってきており、この圏域

でも同じような特徴がでております。地域の特性としまして、この辺も自然環境が観光地

として活用されているといったところがあります。一番有名なのは大歩危、小歩危です。

これが非常に有名ですし、地元三好市のほうでは、現在大歩危を国の天然記念物として指

定できないかといったことで、その指定を目指しているところであります。それから近年

ではラフティングが非常に有名になってまして、これらのレジャーが非常に盛んとなって

ます。あとは銅山川のほうでは鉦踊りといった無形民族文化財とかにも指定されていると

いった文化的なところもあります。

治水に関する現状といたしまして、過去昭和５０年代に大きな被害がありました。柴川

地区においては床上と床下が１戸ずつの浸水、それと白川谷川が昭和５８年台風１０号で

かなり大きな被害を受けております。それで白川谷川につきましては主に災害復旧事業を

中心として護岸の整備等が行われており、現在といたしましてはほぼ概成しているといっ

たのが白川谷川の状況であります。

、 、次に利水に関する現状としましては 一番上の表が農業用水・慣行水利権ですけれども

柴川谷川をはじめ各河川において農業用水が各水田にあります。それと許可水利権としま

しては川口の簡易水、それから白川谷川と銅山川には四国電力の発電所がありまして発電

用水の水利権なんかもここではあります。次に河川環境についてですが、まず圏域全体に

つきましては、山間部といったことでスギ・ヒノキなんかがたくさん生えている間を流れ

ているといったところです。

植物といたしましては特徴的なものとしては岩場に生息していますキシツツジとかイワ

カンスゲ、こういったものが岩場に生えているのがこの圏域の特徴であります。あとで出
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てきますけれど黒谷川ではホタル祭りなどがあり、ゲンジボタルも非常にたくさん飛び交

っているところ。それと、アユもこの辺では見受けられます。それと、柴川谷川につきま

しては冒頭でも少しご説明いたしましたとおり、ダム事業をやっていたということもあっ

て、河川の現況調査をかなり細かくやっております。上流域ではナンカイアオイといった

希少種、それからヒバカリ、こういった希少種のヘビも見られます。それから、鳥類とし

てはオオタカの飛来も当時は確認されております。それと下流域の方では観葉植物でラン

科の仲間でありますエビネ、こういったものも確認されております。それからジムグリ、

こういった希少種なども確認されています。

圏域の水質として吉野川本川大川橋、この圏域で言いますと一番北端、吉野川で言いま

すと下流になりますが、ここに環境基準点を設けております。河川 類型、一番いい類AA
型指定でして、 はもちろんものすごくいい数値０．６５ という数値を示しておBOD mg/l
りますけれども、大腸菌群数が若干環境基準をオーバーしているところがあります。

河川空間といたしましては、先程言ったホタル祭りが黒谷川で開かれております。それ

から銅山川では地元の環境団体で芋炊き会とか、それから先程言いましたようにラフティ

ングなど、こういった河川空間の利用というのが非常に盛んなところであります。

河川の整備の目標に関する事項としまして、対象河川といたしましては圏域内の全ての

河川を対象としております。吉野川本川も基本的に直轄管理となりますが、この圏域から

、 。上流つきましては県管理河川となり 吉野川本川も今回の整備計画の対象となっています

銅山川それから柴川谷川こういったところも対象になっております。整備の目標といたし

ましては概ね策定後、今から１０年間を目標としており、当然変更の必要性が生じた場合

などには適宜見直しを行います。先週もご説明させていただきましたけれども、この圏域

はほとんど山間部ということもありまして、過去から安全安心対策の事業としましては砂

防がほとんどであります。急傾斜並びに砂防事業、そういったものがほとんどとなりまし

て、河川事業といたしましては柴川ダムがありまして、柴川谷川につきましてこの度も基

本高水流量を４１トンと設定させていただきまして、これを計画高水に設定させていただ

きたいと思っております。整備の目標といたしましては、土砂災害の防止につきましては

関係者の砂防管理者と連携を図って被害軽減に努めていきます。それと河川の維持管理に

つきましても災害発生の防止であるとか河川環境の保全、住民との連携などによります適

切な維持管理に努めてまいりたいと思っております。それから流水の正常な機能の維持と

いったことで、元々、柴川ダムによって水の開発をして流量の確保というのをやっていた

ところですけれども、今後につきましては関係機関、それから水の利用者と連携して適切

な水利用に努めてまいりたいと考えております。環境に関する事項であります。河川環境

の保全といたしましては現在の生息・生育環境、こういったものに配慮しながら河川の工

事を進めてまいります。それから水質の保全、これも関係機関との連携になりますけれど

、 。 、も 生活排水対策などを各関係機関と連携しながらやっていく それから河川空間の利用

先程言ったラフティングであるとか吉野川本川が中心になるかと思いますけれども、こう

いったものについても保全を行っていきたいと考えております。

、 、実際の工事といたしましては 柴川谷川の柴川ダムの代替えとなる河川改修事業として

約７０ 間につきまして河川の拡幅を含めた護岸改修を行っていきたいと考えておりまm
す。
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河川の維持の目的及び実施に関しましては、流下物に対する阻害、それから構造物の維

持管理、それから渇水等に関する関係機関との連携と情報収集に努めてまりたい。それと

水質については、山間部ということもあって非常に綺麗ですので、こういったものも保全

していくことを目標として掲げております。あと住民の連携と共同といったことで、先程

言いました銅山川にあります「芋炊き会」という地元の法人があり、こういったところと

連携して環境学習も毎年実施をしております。こういった地元の環境団体との連携という

のもこれからはどんどん進めていきたいなと考えております。

危機管理体制、水防体制いうのは三好市及び住民との自助、公助、共助といった三角形

を大事にしながらやっていきたいなと考えております。

以上で説明を終わらせていただきます。

【○○委員長】

はい、どうもありがとうございました。ただいま事務局から説明がありましたが、この

川につきましてはダム検証による柴川生活貯水池の中止を受けての河川整備計画の変更作

業ということになっております。ということで、文章も含めて、このパワーポイントによ

る説明すべてにおいてご質問、ご意見ございましたらよろしくお願いします。どなたから

でもよろしくお願いいたします。はい、どうぞ。

【○○委員】

ダムにつきましては、私も一番 初に議論したのを覚えています。懐かしいです。ダム

を止めるという経緯はわかりましたが、この改修工事というのはいつからいつぐらいまで

にされるという予定なのでしょうか。特に工事の予定というのはないんですか。

【○○係長】

現在準備をしておりまして、７０ｍぐらいという非常に短い区間なので、今年度ないし

来年度ぐらいまでに終わるかなと考えております。

【○○委員】

工事はやってるんですか。

【○○係長】

まだです。今年度の渇水期から実施に移りたいと考えています。

【○○委員長】

はい、どうぞ。

【○○委員】

ちなみに、ダムだったら本来８０億という話でしたが、これはだいたいどれぐらいの経

費になるんですか。
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【○○係長】

４、５千万ぐらいです。先週もずっとご説明させていただいたように、総合的な防災事

業といったことで、元々柴川ダムは土石流とかそういった災害も防止できるというのがあ

、 、 。りましたので それらは砂防のほうの事業で まだまだ実施するようなところがあります

この河川整備計画に載ってこない事業というのがどうしてもあります。

【○○委員長】

はい、どうぞ。

【○○委員】

２点あるんですけれども、１つはこれは河川整備基本方針の審議ではないのでそういう

のがいるかどうかがちょっとよくわからないんですが、いわゆる河川整備計画の変更素案

ということで、流量ですね、４１ が近年の傾向等に併せて妥当なのかというようなm3/s
見直し、河川整備基本方針であれば行うと思うんですが、整備計画も立てられて１０年ぐ

らい経っているということなのでそのあたりはどうなのかなというのが１点。手続き上は

いらないのかもしれませんけれども。もう１点は、本文の１４ページのグラフなんですけ

ども、詳細図で計画高水位が引っ張ってあって、その河岸高がひし形と三角で書かれてい

るわけですけれども、これは改修後の水位になるんですかね。その場合は左岸の河岸より

計画高水位のほうがちょっと高いということで、それをどういうふうに考えられるのかな

という点が２点目です。以上です。

【○○係長】

はい。もっとご説明するべきだったんですが、４１ という計画高水流量につきまm3/s
しては、柴川ダムの建設当時にあった基本高水であります。河川整備基本計画の変更にお

いて、近年昨年度までの洪水を全部入れて、再度計画高水流量のチェックをやっておりま

す。それで約３０分の１の計画高水流量にこの４１ に相当する、妥当だという結論m3/s
を得て、今回も４１ で変更なしということにしております。m3/s

【○○委員】

それは通常こういう変更をする場合に必要な手続きになるんですか。

【○○係長】

そうですね。

【○○委員】

わかりました。

【○○係長】

それと２点目につきましては、これは現況の地盤高に対する計画水位を示しておるとこ

ろです。ですから余裕高は今回はとりませんので、完成高を入れると計画高のところに護
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岸高がくるといった形になります。

【○○委員】

一部計画高水位のほうがが高いところは１ページ前の例えば図表なんかで見ると右岸左

岸がもう少し高いところにあるので、それでカバーするというような考えでよろしいです

か。

【○○係長】

そうですね。

【○○委員長】

はい、他にご質問ございませんでしょうか。はい、どうぞ。

【○○委員】

先程もお話しされた河川改修が今年か来年かということでしたが、１５ページの記載を

見ると、河川の適正な利用と正常な機能の維持のところで、まだ基礎資料が足りないと書

いてありますが、その段階でその河川改修をやって、それが現場の環境や生態とか、ある

いは水利用なんかには直接影響はない工事ということで理解していいんですか。

【○○係長】

この基礎資料の不十分というところにつきましては、先程説明しましたが、流量観測と

いうところについてなかなか基礎資料が不十分といったこと。また、圏域全体についての

記述であるということがあります。柴川谷川につきましては、先程ありましたとおり環境

調査というのがダム事業があったといったことで、かなり蓄積したデータというのがあり

ます。ですから、今後実施にあたってはそういった希少なものについて配慮しながら、詳

細な設計に反映していきたいなと考えております。

【○○委員】

たぶん西部圏域全域についての話ということですよね。実際、西部圏域全域の中で河川

改修をやるのはこの柴川谷川だけでしたよね。だから書き方をこう限定的にされたほうが

誤解は生じにくいのかなと。あと計画変更に伴って住民の方からの反対意見が、ダムを作

るはずだったのにですとか、そういう意見がなかったのかどうか。この計画とは直接関係

がないかもしれませんが教えていただけたらなと。

【○○委員長】

パブリックコメントなんかですかね。はい、どうぞ。

【○○係長】

河川振興課の係長をしております○○と申します。よろしくお願いいたします。今、ご

質問のありました今回の整備計画についての河道の改修関係、それと地元の意見というこ
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とのご質問ですけれども、ダムの検証をすすめてきた時に地元説明会のほうを開催してお

ります。地元説明会は、水道事業があったということで、水道の給水区域のエリア全ての

方々にお声をかけて実施しておりまして、その時には確かにダムを水源とした水道水の確

保というふうな観点からダム事業の推進といった意見も当然出てたりとかいたしました。

その地元説明会の後に、実際に柴川のダムを計画していた町内会のほうに２回ほど足を運

んでご説明申し上げております。その時には河道改修といった意見、その時はダムを推進

とするといった意見ではなくて、河道改修の実施する場所が県が示した場所以外にも地元

、 、 、が要望する所もしていただきたいとか そういうふうな意見が実際出ておりまして 当然

今回の河道改修の位置付ける所も地元ほうからは実施していただきたいという所に入って

おりました。ですから地元の意見ついては基本的には反対意見というのではなくて、地元

のほうもご了解いただいていると認識しております。

【○○委員長】

はい、よろしいでしょうか。私の方からちょっと質問。この資料の中で昭和時代に災害

があったような記述がありまして、平成になってからもかなりの大きな雨があったと思い

ますが、災害が起きなかったのは整備が進んだからですか、実は人がいなくなったんでし

ょうか。この場所というのはどうなんでしょうか。人口減がすごく著しいからどうなのか

なと思って。

【○○係長】

白川谷川が被害が大きいところでして、その時に災害対応をやってまして、治水安全度

としては上がっているというのが一つの要因であろうかとは思います。雨の降り方という

のは昔も今もあまり変わっていないと思いますけれども、被害の報告というのはありませ

ん。

【○○委員長】

はい。○○委員どうぞ。

【○○委員】

単純に質問ですけど、この柴川谷川ですね、この計画でしているのは。ダムが大きな事

業としてあったからたまたまできてたと思うんですけれども、７０ｍ区間ぐらいの改修で

あれば他の河川でもやったらいい場所みたいなのはたくさんあることはないですか。逆に

いうと、なぜ柴川谷川の計画があがってくるのかというのは、計画の中の変更として、た

またまダムがなくなったからということなんですけど、それにしても工事規模自体は非常

に小さくて、それが出てくることというのは、逆にいうとこれぐらいの工事規模で河川改

修すべきところが他の河川でもたくさんあるのではないかという疑問が生じること。もう

一つはコメントですけども、レッドリストの見直しが徳島県で進められていて、リストの

反映は新しいリストで行われていると思いますけどもよろしいでしょうか。
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【○○係長】

はい。

【○○委員】

基本計画はこの水系に対応したものであって、川づくりとか環境とか地域との連携とか

が全体としてあって、その中で対象河川として柴川谷川があって。柴川谷川ダムがなくな

ったことと規模として残るものとの整合性が疑問として残る。文句ではないですけれど。

【○○委員】

仰々しいということですね。はい、どうぞ。

【○○係長】

我々河川管理者が、例えば山間部の河川区間において一部護岸改修だけするというのは

よくある話です。大きいのは計画をもってやっているのか、ただただ護岸だけやっている

のかとか、そういう意味で計画高水流量を持っているというのが非常に大きいです。です

から山間部などでよくやっているのは、ちょっとだけ狭窄部を広げて護岸だけを張ってい

るとか、計画高水流量を持たずにやっているとか、水あたり部だけ護岸を張るとか、そう

いうことも確かにあります。今回の柴川谷川は、○○先生がおっしゃったように元々ダム

があったんで計画流量というのを持っていたんですけども、一度持った計画流量に対して

河川管理者としてどう対応するのかというのが河川整備計画としては一番大事なことと思

ってまして、計画流量があるのにそれに対応できないというのはやっぱり我々としては責

務の放棄になると思いますので、計画高水流量を持っているのが一つ大きいのかなという

ふうには思うところです。

【○○委員長】

よろしいですか。

【○○委員】

はい、わかります。次回というか、これからのことも考えると、逆にいうと計画高水を

持ってない河川がたくさんあるという。

【○○係長】

あります。

【○○委員】

ということは、河川基本方針とかを作っていく上で、県が管理する川の中でどれぐらい

の川に対して計画高水を持っているのか、そういう情報を含めながら地域全体の方針づく

。 。りをしないと 基本方針として計画高水がないこと自体が問題であるかもしれないですね

。 、それも含めて議論できるような枠にしていくべきではないか かつ社会的な背景もあって

そもそも高水がなくてもいい河川があるかもしれませんし、その中で方針を決めて計画的
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に実施する川を決めていくのが理想的な姿ではないかなと。次の話の中で川全体の方針や

見直しについて改めて議論したいと思います。

【○○委員長】

はい、よろしいですか。はい、その他ご意見ございませんでしょうか。

【○○委員】

ちょっと細かいんですが４ページ目のところの地図のところで池田町とか西祖谷山村と

なっているところがあるので、修正したおいたほうがよろしいかと思うんですが。 年10
前のデータがそのままになっているのかなと。

【○○委員長】

はい。ここのところは修正を。

【○○係長】

三好市池田町、三好市山城町というので呼び方で残っていますので。

【○○委員】

西祖谷山村なくなった。

【○○係長】

確認させてください。

【○○委員】

少なくともこの赤いのは役場のマークですね。

【○○係長】

そうですね。わかりました。

【○○委員長】

はい、よろしいでしょうか。あとご意見ございませんでしょうか。はい。今までのご意

見のなかでは特に大きなところはなかったかと思うんです。先程の○○委員さんのところ

で記述のところのご指摘ありましたけど、ということでこの件につきましてはいろいろ意

見ございましたが、事務局で対応していただいて、また先程と同じですけれども私の方で

確認した後にみなさまにご報告させていただくというふうなそういう形でよろしいでしょ

うか。

【各委員】

（異議無し）
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【○○委員長】

。 。 、ということで次のステップに進めていきたいと思います はい ということなんですが

あと○○委員さんとか○○委員さんとか何か特に今日のお話の中でご意見ございませんで

しょうか。

【○○委員】

海部川の河川整備基本方針のほうで、河川整備計画の時に出てくるだろうなと思って流

していたんですけれども、災害時の市民の関わり方について、基本高水位が４．５ｍに決

まったということで、そこで防災に対して何も触れなくていいのかなと少し思ったので、

もし可能であれば防災に対する参加について記述をしていただけたら、次の整備計画のほ

うに繋がっていくんではないかなと思います。

【○○委員長】

はい。ありがとうございました。○○委員さん何かございませんでしょうか。

【○○委員】

私はよく地域との連携というので意見を言わせていただくんですが、少ないようですが

全てに入っていたように思います。

【○○委員長】

そうですか。はい、ありがとうございました。あとになりましたが、防災への参加とい

うことでちょっとありますけれどもよろしくお願いします。

それでは本日はこの２つの議題についてはご審議いただきまして、続きまして議事の３

ということでその他というところに入らせていただきたいと思います。まずは「河川整備

計画の点検・変更」についてということで事務局の方から説明お願いします。

【○○係長】

はい。資料の１０になります。整備計画の点検について、２、３年程前からこの川づく

り委員会の中でも○○先生や当時○○先生がおられた時に、川づくり委員会ができて１０

数年経って、河川整備計画も古いものでは１０年ぐらい経っているよねと。作ったものが

どうなっているのかという話が議論の中で多数ありました。そういった中で３．１１が非

常に大きな契機ではありますけれども、国の方からも河川整備計画に対する点検というの

を今後は実施するようにといった通達もこの春にあったところです。それで本日としまし

ては、あくまでも事務局としてはまだまだ案の段階なんですけれども、川づくり委員会と

して平成１２年に発足してこれまでの８つの水系の整備方針、６つの整備計画というのを

策定してます。他に那賀川水系の整備計画というのは国と合同でやっているものもありま

す。そういった中で古い物では１０年が経っているといったことで点検に対する必要性と

いうのが出てきているところです。今回の柴川ダムの事業の中止というのは、一つは民主

党政権の政権の崩壊といった一つの機であったことは間違いありません。他に人口、資産

の変化こういったものに対する反応をどうするのか。それと地域の意向というのが、３．
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１１以降、ソフト対策というのが非常に重要だという住民の意向もあります。それから我

々事業者としての予算規模の縮小といったところ。それから東日本大震災を機とした地震

津波対策の推進。こういった非常に新たな視点というのが出てきていますので、こういっ

たものも入れながら点検作業というのをやっていきたいと思っております。

点検の頻度として、これも案なんですが、実は県におきましては公共事業調査委員会と

いうのを持っております。それがだいたい事業に着手してから１０年後、それ後には５年

毎というのに評価というのをやっております。それに習っているというところもあるんで

すけれども、点検の頻度というのを１０年後経過した後に５年毎ぐらいに実施できればな

というふうに思ってます。当然、計画雨量以上の雨とか大規模な災害の発生、こういった

ものがあった時には、適宜、現在持っている計画というのがどうなのかといったような点

検が当然必要なのかなと思っております。

点検の内容といたしましては、工事の進捗状況、計画に対する進捗状況、こういったも

のの報告、それと公共事業調査委員会の中で議論されているのが費用対便益ですね。こう

いったものもご報告させていただけたらなと。あと環境への配慮。こういったものもご報

告できるものがあればしていきたいなと考えております。あとはソフト対策とか官民協働

の事業、こういったものは県がゼロ予算事業なども立ち上げながら我々やっておりますの

で、こういったものもご報告ができればなと考えております。こういった点検結果を基に

必要であれば整備計画の変更といったことになるんですけれども、当然必要であればその

前に整備方針の変更というのもある可能性もあります。そういったものも取り入れながら

点検作業というのを実施してまいりたいとなります。それから整備計画そのものの変更が

必要なくても、点検結果をできるだけ事業に反映させると。それから新たな施策に繋げて

いける、こういった機会にしたいなと考えておるところであります。簡単ですが、以上で

す。

【○○委員長】

はい、どうもありがとうございました。今までも作りっぱなしというのではなく、教育

の現場でもよくＰＤＣＡとか言われたりしておりますけど、そういうことで、点検も行っ

。 。 。ていっていただきたいと考えております ということでよろしくお願いいたします はい

それでは次に今後の予定ということで、事務局から。

【○○委員】

すみません。これから議論するんだと思って待っていたんですけれども。点検のあり方

とかですね。

【○○委員】

はい、時間はありますので、大丈夫です。はい、ご意見をどうぞ。

【○○委員】

私としてはとても大事だと思いますし、期待することろです。点検項目が、例えば河川

工事のことに関しての点検というのはありえると思いますし、簡単にできると思います。
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でも生物などについての点検等をどうするかということは、今までの表現が努力するとか

頑張りますとしか書いていないので点検できない項目がたくさんあります。それと先程海

部川に関しても守るべき種がいくつかありましたけれども、それがいるとしか記載されて

なくて、それをどうするのかというところに関して努力目標が全くないですね。あと住民

との共同も頑張りますと書いてあるけれども、それはこういう事業を実施しましたとか、

こういう環境調査なんかをやりましてとかは出てくると思います。その結果、何がうまれ

たかっていう後々の評価に繋がらないというのがあって、本当に県が河川管理者として何

を目指して、どういう成果が得られたのかという、ソフト事業とかソフト対策に対しての

成果というのをどうチェックするのかと。○○先生もそうだと思いますけれども、生態系

への評価というのをどうするのかということは、チェックリストをしっかり作って、基本

方針とか基本計画でチェックリストを作ってまわしていくような、あるいは作られていな

いところは新たに作っていくようなことをやるということが大事ではないかと思います

し、それが公共工事環境配慮指針の見直しに繋がっていくような提案としても出ていった

らいいと思います。これはやるということは歓迎ですし、そういうやり方も含めてしっか

りと議論しながら進めていただければというふうに思います。

【○○委員長】

ということは、次にこれのやり方とか具体的にはどういうふうなことがいるのかという

案を出してもらったらいいわけですね。

【○○委員】

ですね。実際は海部川の基本方針とかまだできあがってないところのチェックリストと

か作れるのであれば作って。１０年先を見越して。これを言ったらまた時間がかかるから

無理には言いません。

【○○委員長】

確かに必要な項目というか、大事なことですね。

【○○委員】

県は予算がなくて、でも現場レベルでわかるような指標っていうのが作れるかどうかを

議論しないと。そんなに簡単じゃない。

【○○委員】

難しいですね、やっぱり。環境変動のほうが激しいので、５年ぐらいですぐ変わってい

ますから。それをどう捉えるかがかなり難しい。それこそ駄目なんですかね。部局を超え

て○○さんが委員長をやっている環境系のほうにそういう意見を委託するみたいなのは。

【○○委員】

無理でしょう。
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【○○委員】

せっかくその専門の委員会がございますのに。河川課などから申込みをしてですね、ご

意見をちょうだいするという。

【○○委員】

環境アドバイザー会議とか、環境工事配慮指針とかの見直しをまたやりますから。

【○○委員長】

県の方で今やりかけてる、いわゆる河川カルテの作成とか、あそこらあたりと結びつけ

たら。

【○○係長】

○○先生や○○先生に入っていただいてます環境アドバイザー会議がありますし、環境

配慮指針もありますし、今の案としてはそういった既存のものをできるだけ利用しながら

河川整備計画の点検作業というのがどうやってできるのかなというのを考えたいなとは思

ってます。これだけの新しいものっていうのを作るというのはなかなか難しいのかなとは

考えてますけれども。

【○○委員】

環境とか生き物に関してはダム事業があったからしっかり調査されているけれど、基本

的にないところが多いですよね。でもない中でどういう工夫ができるかということはチャ

レンジするしかないですしね。

【○○委員長】

今のご意見であとの委員さんも何かご意見ございますか。それかご提案のような感じで

もいいんですども。

【○○委員】

専門外でよく分かりませんが、例えば環境のほうなんかでは、一つの河川で何箇所か、

一箇所でも二箇所でも定点調査みたいなのをやってるんですか。

【○○委員】

誰が。

【○○委員】

河川管理者が。

【○○委員】

やってないんじゃないですか。やっているところもあるかもしれないが、むしろ環境教

育とかで学習の場で使われているところがあればデータ調査をやられてるかもしれません
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し、そういう民あるいは総合学習とかそういうところで使われている場所がどれぐらいあ

るかというのも考えたらいいのかもしれない。

【○○委員】

そういうものも含めて県のほうが、例えば自然調査ポイントみたいなところを決めて、

そういうところで定点調査をして、環境変化とか気候変動とかをそういったものにも対応

をするようなインフラ調査委員会みたいなものを整備していくというのも一つの方法とし

てはある。この委員会ではなく、もう一つ上の総合政策のようなところで入れてもらうと

いう方策はあるのかもしれません。

【○○委員】

川づくり委員会の中でできるのは、ソフト対策として芋炊き会とかの中で環境学習をや

るとか、そういう仕掛けをたくさんやられてますので、そういう仕掛けの中にモニタリン

グをできるような仕組みをまず作って、県側としてはそういう環境事業をしながらそうい

うデータを蓄積してフィードバックできるようなそういうやり方を考えるべきだと思いま

、 、 。すし それが河川環境指標としてありえるのかどうかとか 川ごとの考え方の整備が必要

本当に大事な部分ですし、やれたら大きな弾みがつくと思いますよ。

【○○委員】

難しいですね。

【○○委員長】

大事なことですが、やろうと思ったらすごい本格的になりそうな感じが。

【○○委員】

でも、やるんだったらちゃんとやらないと、点検の意味がない。

【○○委員】

そうですね。モニタリングで、５年１０年ではなかなか差が出にくい。○○さんが言わ

れたのは例えと思いますが、そういうものは２０年とか５０年とか、そういうオーダーで

見た時には出てくるんでしょうけれども、そうでない場合には、かえって変動のほうが激

しいので。それをどうやるか、一つについてもそういう問題がありますし、徳島でやって

いる海洋観測のようなものでももう予算がない状態で予算をどんどん切り詰めていってい

るような状況なわけですよね。予算がない中で、こういうものをまた新たに立ち上げてう

まくやるというのは、かなりの工夫が必要としかちょっと言いようがないんですよね。す

ぐ言われてもどうしていいのか全く出てこないし、さっき○○さんが言ったけれどもそん

なの無理やという、それが難しさを物語っているとは思うんですけれども。でも何かのな

んらかの数値として、生態系として残せるようなものは中には入れたいとは思います。
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【○○委員長】

何がどうできるかということをちょっと考えて頂くということで。それと今いろんな事

業があると思うので、そこらあたりとうまいことドッキングできて、何かこううまいこと

できる方法をある程度考えていただいて、またみなさんの委員の中からいろいろ積み上げ

ていけばいいんでないかなとは思うんですけど。

【○○補佐】

現在、環境調査を毎年定期的にやっているのは園瀬川で、過去にシオマネキを動かした

とか、そんなことがあって動向調査をやっているとか。ちょうどＪＲのあたりですね。あ

のあたりで少し継続してやっている。それと、今、上流の川北というところを工事をやっ

ておりますけれども、その関係をやっている。そこは毎年予算をとってやっているんです

けれども、なかなかそれ以外に定期的にちゃんとやっているところは現実ないというとこ

ろなので、先程○○先生言われたとように、我々が現場で見てもなかなかわからない。う

ちの土木の技術職員だけではわからないということもあるので、そのあたりをどうしてい

くかというのが課題だとは思っています。○○先生のほうからも河川カルテというお話が

ありましたが、その河川カルテというのもまだこれから作っていこうかと、その中で現場

を見て、それを記録していくというのもようなこともこれからの取り組みとしてやってい

こうというところなので、環境への配慮というのをこれをどういうふうに、今まで努力目

標というふうに書いているのをどういうふうに具現化していくか、それは今後いろいろご

相談させていただきながらという課題だとは思っています。できるだけそのモニタリング

を子供に見てもらってというのだけではなかなか、そういう学習会をするにしても我々だ

けではノウハウ、知識がないといったところで、いろいろお手伝いをお願いしたいという

ようなこともあろうかとは思いますがまたそれも含めていろいろと相談させていただけれ

ばと思います。

【○○委員】

環境アセスメントとは違うので、事業による影響評価をするような調査ではないので気

が楽といえば楽ですし。でもそこにあり続けるべき生態系とか生き物があり続けるのかど

うかとか、少なくなってきた時に河川管理者としてどう対応するのかということは河川法

上も必要になってくるわけですね。むしろそういうことに関連付けられていくような流域

全体の意識向上も含めてやっていくっていう決意の表れかと思います。

【○○委員】

県下のいろいろな研究機関とかそれから自然保護団体とか、そういうところなんかでも

、 、いわゆる生態調査する人もいますので そういうところにうまく調査の方法さえ決まれば

ある程度そういうところにこう少し委託してそういったものを定点調査していくというこ

とはある程度できるのかなとは思いますけれども。

【○○委員長】

はい。
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【○○委員】

すみません。ちょっと事務局の方にお聞きをしたいんですけれども、官民協働でいろい

ろ事業をされていると思うんですが、その時に例えば参加された方にあとにちょっとアン

ケートであるとかヒアリングとか何かそういうふうなものを今実施されていますでしょう

か。

【○○係長】

特にそういうのはないですね。

【○○委員】

そうですか。もし何かあれであれば、何かした後に関わられた方がどういうふうに感じ

たかというふうな意識をフィードバックしてもらうことで意識を上げていくというふうな

ところもあるのではないかなと思いますので、簡単なヒアリングなりアンケート調査なり

というものを継続してしていただけたら皆さんの意識が上がっていくんではないかと思い

ます。

【○○係長】

環境学習とかをやると子供たちが手紙をくれます。それによかったとかまた来てくださ

いっていう素直な子供たちの意見がたくさんあって、大人では気付かない目線てあるんだ

なっていうのをいろいろ感じるところがたくさんあります。そういうのは確かに次にフィ

ードバックできるような話がありますので、そういうのを官民協働としていろいろ大人の

方に対してもというのが、○○先生が言われたのはそういう部分だなということで、いろ

んな先生に点検作業とかいろいろな意見を頂きながら。やはり環境系につきましては非常

に難しいと我々も思ってまして、何が反応できるかというのはちょっと今後検討させてい

ただきながら、また相談させていただきながら進めていきたいなと思ってます。ただ当然

予算も点検作業の予算というのはないので、そのあたりも考えながら進めていきたいなと

思ってます。

【○○委員長】

はい。

【○○委員】

すみません。白い部分もまだいっぱいこれからやるんですよね。併せて点検もやるんで

すよね。

【○○係長】

そうです。結局、ゴールはないのかなというところもあるのかなと思っています。
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【○○委員長】

はい、どうもありがとうございました。危うくスルーしてしまいそうなところ、一番

後は一番大事なご意見の交換の場になったかなと思います。それでは 後の話になります

けれども、今後の予定ということで事務局からお願いしたいと思います。

【司会】

すみません。収束した話をちょっとまた発散するようで申し訳ないんですけれども、環

境の話として生態と生態系というのは大きな違いがございますので、そのあたりはできま

したら身の丈にあった形で、ご助言頂きながらやっていきたいなと思いますので、改めて

よろしくお願いいたしたいと思います。

それでは今後の予定といたしまして、まずは「２級河川海部川水系河川整備基本方針」

でございます。本日、委員の皆様から頂いたご意見等をふまえた上で河川整備基本方針

（案）を作成いたしまして、関係機関と協議、そして国土交通省との協議・同意を得まし

て、河川整備基本方針を定めてまいりたいと考えております。また定めました基本方針に

つきましては、関係法令に基づきまして適宜、適切な時期に公表してまいりたいと考えて

おります。

次に「吉野川水系三好西部圏域河川整備計画」のほうでございますけれども、こちらに

つきましても本日委員の皆さまから頂いたご意見等をふまえた上で河川整備計画（案）を

作成いたしまして、こちらの方は地元自治体であります三好市の方に意見照会、それと関

係機関との協議を経まして、 終的には国土交通大臣の認可を受けまして河川計画の決定

と、こういった事務手続きを進めてまいりたいと考えております。こちらの方も決定いた

しました河川整備計画につきましては、関係法令に基づきまして、適宜、適切な時期に公

表してまいりたいとそのように考えております。

次回の委員会の予定でございますけれども「吉野川水系新町川圏域河川整備計画」とい

うのがございます。それと今回の「二級河川海部川水系河川整備基本方針」この手続きが

順調に進めば、この基本方針に基づく河川整備計画、この２つの策定に向けまして今年度

内を目途に作業を進めてまいりたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願

いいたします。以上でございます。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。ということで本日の予定の議事は終了しますが他に何

かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。それではあとの議事進行を事務局にお

返しします。

【司会】

どうも長時間、ご審議のほうありがとうございました。本日委員の皆様方に頂きました

ご意見を淘汰いたしまして事務手続きを進めてまいりたいと考えております。 後に○○

河川振興課長より閉会にあたって一言、お礼申し上げます。
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【○○課長】

皆様方におかれましては、本日、長時間に渡りましてご審議いただきまして誠にありが

とうございました。本日皆様方から頂きましたご意見ご提言につきましては先程○○委員

長のほうからお話ございましたけれども、事務局と委員長のほうでご相談させていただき

ながら、できる限り計画の中に反映させていただくと考えてございます。それと一番 後

に熱心に河川整備計画の点検につきまして、○○先生はじめ、皆様方からご意見いただき

ました。我々といたしましてもこの点検につきましては案という形で本日ご説明させてい

ただきましたけれども、ノウハウがないということ、実施にするにあたりましては予算的

なこともございます。我々といたしましては、いろいろ知恵をしぼりながら今後ともこの

点検について進めてまいりたいと考えておりますので委員の皆様方におかれましては我々

にお知恵を貸して頂きたいと考えてございます。 後になりましたけれども、本日はお世

話になりました。ありがとうございました。失礼いたします。


