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○司会

定刻となりましたので、ただ今から第１５回とくしま川づくり委員会を開催い

たしたいと思います。○○委員がちょっと遅れておりますが、時刻がまいりまし

たので始めさせていただきます。

まず、会議に先立ちまして、配布資料についての確認をさせていただきます。

先日、本日の会議資料といたしまして、数種類の資料を事前に送付しておりま

す。お持ちいただいていると思いますが、吉野川水系中央南部圏域（飯尾川）河

川整備計画（案 、これ緑色のファイルでございます。このファイルでございま）

すが、関係機関と調整の結果、若干の修正がございました。

修正しました同じ内容の資料を、本日、再度、机の上に配布させていただいて

おります。このため、先日お送りしました吉野川水系中央南部圏域（飯尾川）河

川整備計画（案 、緑のファイルでございますが、これについては回収させてい）

ただきます。 それでは、本日、配布させていただいております資料といたしま

して、まず１枚もので、本日の会議次第。

それと、同じく１枚もので配席図。

それと、あとピンク色のファイル、吉野川水系中央南部圏域（飯尾川）河川整

備計画（案 、これが事前にお送りしました資料の代わりでございます。）

それと、４番目。吉野川水系中央南部圏域（飯尾川）河川整備計画（案）の説

明資料。

それと、５番目といたしまして、飯尾川の治水の変遷。参考資料１でございま

す。 それと、６番目としまして、現況流下能力図。参考資料の２。

それと、７番目といたしまして、平成１６年、台風２３号の検証。参考資料の

３。 それと、８番目といたしまして、１枚ものでございます徳島県圏域図とい

う資料でございます。

これらの資料が、そろっておりますでしょうか。ご確認をお願いいたします。

ございますでしょうか。

それでは、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。本日は、年度末の本当にお忙しいところを皆様

方にはご出席いただきまして、本当にありがとうございます。

さて、皆様方に早速なんですが、きょうご審議していただきます飯尾川でござ
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います。昨年の１０月２５日、この川づくり委員会で、バスで現地視察、加減堰

のところあたりとか、角ノ瀬放水路のあたりで止まって、現地を見ていただいた

飯尾川でございます。

、飯尾川につきましては、ここにおいでる○○委員さんあたりも、お近くであり

小さい時からよく慣れ親しんでおられるということで、身近な方もおいでるわけ

なんですが、この飯尾川は、徳島県下最大の内水河川でございます。

平成１６年の台風２３号の洪水は、皆様方の記憶にも非常に新しいところだと

思います。あの台風２３号は、浸水面積が県下全体で１万３，６１２ｈａという

ような浸水面積がございました。その時の飯尾川の浸水面積ですが、その約４分

の１の２６．７％が飯尾川で、面積でいいますと３，６３０ｈａが浸水しており

ます。

、また、県下全体の床上、床下浸水の戸数が７，２６９戸だったわけなんですが

そのうちの約２割、１，３０５戸が飯尾川の浸水家屋数となっております。

このように流域の被害状況を考えますと、飯尾川の治水対策というのは、徳島

県河川課が抱えている最大の治水事業でございまして、我々としても平素の治水

対策について、過去からずっと頑張ってきてるわけなんですが、きょうはその飯

尾川の整備計画案につきまして、委員の皆様方に忌憚のないご意見をいただきま

して、より良い川づくりをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願い

申し上げます。

以上、簡単ですが、ご挨拶とさせていただきます。

○司会

それでは、早速でありますが、議事に入りたいと思います。

ここからは、委員長のほうに議事進行をお願いします。○○委員長、お願いい

たします。

○委員長

じゃあ、議事次第にあります２番目の議事（１）ですが、吉野川水系中央南部

圏域（飯尾川）河川整備計画案につきまして、事務局から説明をお願いいたしま

す。

○事務局

河川課の○○と申します。よろしくお願いします。

まず最初に、飯尾川の整備計画を説明する前に、徳島県圏域図というのを１枚
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お配りしてあると思うんですけれども、ちょっとご覧になっていただけませんで

しょうか。

、以前にもご説明しておるとは思いますが、一級水系の河川整備計画というのは

。その水系を圏域に分けまして、圏域ごとに策定する、ということにしております

吉野川水系につきましては、この資料のとおり９つの圏域に分けて策定してい

くということにしております。

、この圏域について、今まで三好西部圏域というところで策定できておりまして

今年度、最初のこの委員会で審議いただきました旧吉野川圏域につきまして、先

日、国の認可を得たところであります。

きょうは、先ほど申しましたように、中央南部圏域についての河川整備計画と

いうことでありまして、この圏域というのが、この資料でいきますと紫色のとこ

ろになります。

で、ここの圏域には、吉野川市の全域と、名西郡石井町の全域、それと徳島市

の鮎喰川より西側の地域です。この地域を含めたところを中央南部圏域としてお

ります。

今回は、この圏域の中の県が管理する河川の中で、先ほど事務局の挨拶の中で

もありましたけれども、大変大きな被害を受けております飯尾川について、これ

を切り出して策定していきたいと思います。

今回の資料につきましても、中央南部圏域（飯尾川）ということで作成してお

ります。

それでは、この整備計画の案につきまして、ご説明させていただきます。

まず、飯尾川流域の概要と、河川の概要につきましてご説明させていただきま

す。 飯尾川は、この図の中の、赤色の線で書かれているのが飯尾川でございま

して、一番西のこのあたりに鴨島町がありますけれども、ここに樋山地という山

がありまして、ここが源流になっております。

この源流から北側へ流下しまして、平地部に至ります。そこから吉野川と平行

に大きく蛇行しながら東側へ流れていって、途中で三谷川とか寺谷川、渡内川、

逆瀬川等、１３の支川を合流いたしまして、最後が鮎喰川へ合流するという河川

でありまして、流路延長が２５．８ｋｍ、流域面積が７１．２ｋ㎡の一級河川と

なっております。

この流域は、徳島県の位置としますと、県の北東部に位置しておりまして、先
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ほど申し上げましたように吉野川市の川島町、鴨島町、それと名西郡の石井町、

徳島市の西部を流域に含んでおります。

続きまして、地形の状況でありますけれども、飯尾川流域の地形の特徴といた

しましては、平地部が流域の７割も占める、ということであります。その平地部

は、昔の吉野川の氾濫によってできた沖積低地ということになっております。

残りの３割程度が、南側にあります山地でありますとか、丘陵地という地形の

状況になっております。

続きまして、この流域の気候の状況についてご説明します。

流域の気候は、降水量が少なく、年間を通じての気温差も比較的小さい瀬戸内

海気候に属します。

この左側の図が、年平均降水量の分布図でございまして、年間降水量は、約

１，５００ｍｍ程度となっております。

右側の図が、年平均気温の分布図でございまして、約１６度から１７度の気温

となっておりまして、県内でも降水量が少ない地域に属しております。

、続きまして、流域の主要交通ですけれども、吉野川と平行しましてＪＲ徳島線

それと国道１９２号という幹線が通っておりまして、地元住民の交通と物流の大

動脈となっております。

産業につきましては、徳島市の中心部に隣接するということがありまして、約

６割が第三次産業の従事者ということになっております。

農業では、稲作が中心となっておりますが、その外に特に野菜が近畿圏への供

給地として重要な役割を占めておりまして、この絵にもありますように、四国一

の規模を持つといわれる鴨島町のひまわり農産市というのがございます。

飯尾川の河川の概要ですけれども、飯尾川は吉野川とほぼ平行に流れておりま

して、河床勾配が非常に緩やかでございます。

流路のほとんどが、先ほど申し上げましたように低平地を蛇行しながら流れて

いる、という特徴がございます。

この図のように、例えば鮎喰川と比べてみましても、非常に緩やかな河川であ

る、というのが分かっていただけるかと思います。緩いところは１／５０００と

いう河床勾配ということになっております。

このために飯尾川では、洪水というのが非常に流れにくいということがありま

して、洪水のたびに河川が氾濫して浸水被害を繰り返してきました。
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それと、もう１つ大きな特徴は、内水の問題ということがございまして、内水

についてちょっと説明させていただきます。

上の図を見ていただきますと、本川と書いてるところを吉野川と思っていただ

いて、堤内地と書いているところに流れている支川を飯尾川と見ていただきます

と、この堤防から見て家のあるほうが堤内地側といいまして、本川側を堤外地側

といいます。

普段は本川の水位が低いので、この堤内地側を流れる支川というのは、この堤

防の下を樋門を通して本川へ水が流れる、という状況になっております。

。しかし、これが台風とか大雨で洪水が発生しますと、下の図のようになります

本川の水位が非常に高くなりますので、堤内地側へ逆流しないように樋門を閉め

るということになります。

すると、この堤内地側では、この支川の水でありますとか、降った雨の水とい

うのが、どんどん溜まってきます。これを内水と申します。この内水によって被

害が生じますと、内水被害ということになります。

この飯尾川流域というのは、この内水被害というのが、大きな被害に過去から

何度も繰り返し見舞われてきたという、県内最大の内水河川ということになって

おります。

それでは、飯尾川の過去の災害について説明します。

今、出しておりますのが、過去の主な災害の状況を表にしたものです。飯尾川

流域は、先ほど申しましたように、昔から台風等のたびに河川が氾濫したり、先

ほどの内水の氾濫ということで、大きな浸水被害を繰り返して受けてきました。

過去の主な洪水被害ですけれども、まず昭和３６年の第二室戸台風、昭和５０

年の台風６号、昭和５１年の台風１７号、最近では平成１６年の台風２３号など

で、周辺一帯で大きな浸水被害に見舞われておりまして、地元住民は甚大な被害

を受けております。この被害というのは、県下の河川の中でも特出するものとな

っております。

これが、平成１６年の台風２３号の浸水実績図と写真です。上の右側が台風２

３号の時の吉野川市役所前です。下が実績図でありまして、浸水面積が３，６３

０ｈａで、床下浸水は９６４戸、床上浸水が３４１戸という大きな浸水被害に見

舞われました。

この飯尾川の治水に関する、治水事業の沿革についてでございます。
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今、映しておりますのが、過去に実施した内容を表にしておりますが、ちょっ

と分かりにくいので、きょうお配りしました、飯尾川の治水の変遷という資料を

お配りしております。これと前の地図を一緒に見ていただけたら、と思います。

飯尾川の整備は、昭和７年から１１年にかけて第一期改修を行っております。

当時の飯尾川といいますのは、ここに第一樋門というのがあるのが見えますでし

ょうか。説明資料の１２の上のページです。

。当時の飯尾川といいますのは、ここの第一樋門で吉野川に合流しておりました

それを、この第一期改修では、下流へ約１．７ｋｍ水路を開削しまして、鮎喰

。川の合流点に第二樋門というのを設けまして、現在の飯尾川の形にしております

それと同時に、第一樋門から上流の渡内川の合流点付近までの川幅を、３倍か

ら４倍に拡幅する工事というのを行っております。

しかし、この第一期改修工事の時に、上流の洪水が一気に下流までくるという

ことで、下流の被害が非常に大きくなるということがありまして、下流域の住民

の反対運動が起こりました。

で、渡内川の合流点付近に洪水の量を加減する加減堰という狭窄した水路、こ

の写真が加減堰ですけれども、これを当時、設置しております。

このような状況の中、昭和２９年の台風１２号では、３５０ｈａが浸水したり

とか、その後、度々浸水被害を繰り返しておりました。

それで、昭和３４年から本格的な河川改修工事に着手いたしております。

昭和３６年には、飯尾川の「全体計画」の認可をいただきまして、昭和４１年

、には石井町の関地点といいまして、左の写真の矢印が指したところですけれども

ここに飯尾川放水路という放水路を造っております。

昭和４５年には、この放水路に飯尾川排水機場というポンプ規模２０ｍ ?／ｓ３

の排水機場を完成させております。

さらに、昭和４６年からは、国土交通省と共同調査を開始しまして、現在も進

めている事業の基となります計画をつくっております。そして、内水排除計画も

作成いたしました。

昭和４６年に「全体変更計画」の認可を得まして、この計画の中で流域全体の

、治水安全度を高めようということで、通常は下流から改修を進めてまいりますが

飯尾川では角ノ瀬の放水路の上流部分、それと加減堰の上流部分、それと飯尾川

放水路の上流部分という、この３ヵ所で改修を進めております。
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それも、下流に被害を与えないようなやり方で全体の治水安全度を高めるよう

に改修事業を進めております。

その後も重点的に河川改修事業を進めてまいりまして、角ノ瀬放水路の完成で

すとか、先ほどの飯尾川排水機場のポンプをさらに増設したりとか、いろいろ対

策を進めてまいりましたけれども、平成１６年の台風では、あのような大きな被

害が出た、ということで、流域住民の水害に対する不安というのは、いまだ解消

されておりません。

、飯尾川の河川整備を進めていく上では、その被害特性を考慮した整備が必要で

まずは川幅の狭いところを広げるために、河道の拡幅とか、河床の掘削などの対

策というのが急がれております。

また、内水被害を軽減するために、河川改修と並行して排水機場の整備などの

内水対策というのも必要となっております。

さらに、河川整備に当たりましては、先ほどの加減堰の話にありますように、

上下流問題というものがありますので、上流の整備が進むことによって、下流の

被害が増大しないような上下流のバランスを考慮した段階的な整備を進める、と

いうことが重要である、ということになっております。

次に、利水に関する現状と課題ということで、飯尾川の水利用の現状といたし

、ましては、かんがいを目的とします農業用水というのが主体となっておりまして

堰とかポンプによって水は取水されております。

流域での水利用の歴史というのは古く、昔の阿波藍から稲作へと転換していく

中で、安定した水の確保というために、明治時代に麻名用水というのが造られて

おります。

この用水は、飯尾川とほぼ平行する南北２つの幹線と、多くの支川水路から成

りまして、吉野川市の川島町で吉野川から疎水しておりますが、途中で飯尾川か

らも取水されております。現在は、１，４５２ｈａをかんがいしている主要な用

水となっております。

最近、異常気象というのが言われておりまして、平成１６年の大水害から一転

しまして、平成１７年というのは大渇水に見舞われまして、吉野川から取水して

おります麻名用水も影響を受けました。

今後は、農業用水を効果的、効率的に確保するために、渇水時の対応というこ

とも必要となっております。
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また河川水というのは、利水のほかに動植物の生息、生育環境、景観等、多様

な水環境の維持に重要な役割を担っております。

このため、良好な水環境を維持するために必要な流量を検討することも必要、

ということになっております。

河川空間の利用についてでございますが、石井町に飯尾川公園いしいドームと

いうのがありまして、この周辺には改修事業の一環としまして、親水公園、親水

護岸が整備されておりまして、住民の憩いの場となっております。しかし、飯尾

川流域にはこういう場所は余り多くありません。

今後は、地域住民が貴重なオープンスペースや自然空間として、安心して利用

できるような緑豊かで、潤いのある水辺空間の整備ということが必要になってま

いります。

次に、水質についてですが、飯尾川では水質汚濁に係わる環境基準の類型指定

というのはありません。ですが、徳島市において定期的な調査が行われておりま

す。 下のグラフがＢＯＤ７５％値の経年変化を表したグラフです。平成６年以

降は、改善傾向が見られておりますが、まだＢＯＤの値が３．６から５．８ぐら

いということで、まだ少し高い値を示しております。

今後とも引き続き、例えば下水道事業管理者等の関係機関と協力して、水質の

改善、保全に取り組む必要があります。

次に、動植物の現状についてご説明いたします。

下に地図を付けておりますが、この地図のように飯尾川を上流、中流、下流と

、分けて説明いたします。上流というのが山間部ということで、下流部が汽水域で

真ん中の平地部を中流部という、３つの区域に分けて説明させていただきます。

上流部というのが、源流から鳥正橋という橋があるんですが、そこまでの間の

山間部ということになっております。

河道の状況は、河床が非常に急勾配で、川岸が山まで迫る区間というのと、砂

防事業によって堰堤とかコンクリートの護岸ができている区間があります。

この区間では、カゲロウ類やトビゲラ類の水生生物とか、トンボの幼虫が多く

生息しております。

また、ゲンジボタルの幼虫や、その餌となるカワニナも生息しております。

中流部は、先ほどの鳥正橋から下流の潮止めであります飯尾川堰という間を中

流部としておりますが、この間は河床が非常に緩やかになりまして、川幅の狭い
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掘り込み河道となっております。

ここでは、まず魚類については、流れの緩やかな箇所に多く見られますギンフ

ナ、ヤリタナゴ、モツゴ等が広い範囲で生息しております。

鳥類では、モズ、ホオジロ、アオジ等が多く見られまして、○○も確認されて

おります。

植生では、水域にはマコモ群落等がありまして、水際には主にセリークサヨシ

群落が多く見られます。陸域には、セイタカアワダチソウとハチクを主とする竹

林が広く見られます。

下流部は、鮎喰川とか吉野川の感潮区間の影響を受けまして、汽水域となって

おります。

魚類では、マハゼ、ボラ等のほか、○○などの汽水域特有の魚介類が生息して

おります。

鳥類では、広い水面を利用しますユリカモメやアオサギなどが確認されており

ます。

植生では、水域にササバモ群落や、オオカナダモ群落が多く見られます。河道

内には陸域が少ないため、護岸の法面にノイバラ群落などが広がっている、とい

う状況でございます。

飯尾川は低平地を流れる河川でありますので、周辺の水路とか水田とかに深く

関係しておりまして、調査によって確認された多種多様な動植物というのは、流

域一帯で生息、生育しているものと考えられます。

河川整備に当たりましては、流域全体の環境に配慮した上で、上下流方向だけ

ではなくて、横方向にも連続した環境の保全に努める必要があると考えておりま

す。

次に、河川整備計画の目標に関する事項について、ご説明します。まず、河川

、整備計画の対象区間ですが、流域内の浸水被害に大きく起因します飯尾川本川と

その支川を対象としまして、飯尾川、西大堀川、東大堀川、飯尾川放水路、角ノ

瀬放水路の５河川を対象といたします。

河川整備計画の対象期間は、この計画策定後、おおよそ２０年間といたしまし

て、今後の流域の社会状況や新たな知見、技術進歩等によりまして、河川整備の

変更の必要が生じた場合は、適宜、見直すことといたします。

洪水による災害の発生の防止または軽減に関する事項ということで、飯尾川の
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将来目標といいますのは、先ほど申し上げました「全体計画」によりまして、お

およそ、５０年に１回程度発生する洪水を、安全に流下させることとしておりま

す。

しかしながら、この流量を安全に流下させるためには、多大な費用と時間を要

しますので、整備目標としましては、おおよそ５年に１回程度発生する洪水を、

安全に流下させることといたします。

支川の西大堀川、東大堀川につきましても同様に、飯尾川本川とバランスを取

りまして、おおよそ５年に１回程度発生する洪水を、安全に流下させることとい

たします。

さらに、内水対策につきましては、今後の内水被害の発生状況や河川整備状況

を踏まえまして、関係機関と連携しながら、被害の軽減に努めてまいりたいと思

います。

河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項は、適正な水利用

が図られるよう、利水関係者と連携しまして、河川流況や利水状況などの把握に

努めます。

また、渇水時におきましては、関連情報を正確かつ迅速に収集いたしまして、

状況把握を行うとともに、水位等、関連する情報の提供を行います。

さらに、良好な水環境を維持するために必要な流量を検討するための情報収集

に努めます。

河川環境の整備と保全に関する事項につきましては、飯尾川流域は、多種多様

な動植物の生息、生育の場となっております。

河川整備に当たりましては、治水・利水と調和を図り、動植物にとって良好な

生息・生育環境の保全に努めるとともに、流域全体の環境に配慮した上で、連続

した環境の保全に努めます。

また、流域住民にとって、河川というのが貴重なオープンスペースや自然空間

。としての役割を果たせますよう、緑豊かで潤いのある水辺空間の整備に務めます

水質の保全、改善につきましては、継続的な調査を行いまして、関係機関と連

携して水質の保全に務めます。

飯尾川が持つ河川整備の長い歴史と、流域が育てた文化や特性を生かして、個

性ある川づくりを目指して、地域住民の意見を河川整備に反映させることとしま

す。



11

第 回とくしま川づくり委員会15

河川整備計画の実施に関する事項について、説明いたします。

まず、河川工事の目的、種類及び施行の場所についてですが、整備計画の目標

を達成するために、今後おおよそ２０年間に河川整備を実施する区間とか、河川

工事の内容を流域の現状とか水害の発生状況及び河川整備状況、河川環境などを

考慮しまして、次のとおりとします。

まず、飯尾川本川につきましては、おおよそ５年に１回程度発生する規模の洪

水を安全に流下させることを目標としまして、基本高水流量を基準地点の「浜高

房」におきまして３２０ｍ ／ｓとし、これを飯尾川放水路と角ノ瀬放水路、２つ３

の放水路で２２０ｍ ／ｓを吉野川へ分派させまして、基準地点「浜高房」の計画３

高水流量を１２０ｍ ／ｓとします。３

飯尾川の整備延長は、鮎喰川合流点から２２．４ｋｍとし、目標流量を安全に

流下させるために、河道拡幅とか、河床掘削などを行います。

。また、洪水の流下の妨げとなります橋梁とか、堰、樋門などの改築を行います

、横断形状が下の図のとおりになっております。周辺の地形、地質とか河川環境

さらに周辺の土地利用状況などを考慮しまして計画しております。この中の点線

部分が、将来計画のラインになっております。

なお、実施に当たりましては、上下流のバランスを考慮しながら、流域全体の

治水安全度の向上が図れるように段階的に施行を行います。

下の飯尾川放水路につきましては、整備延長が１．５ｋｍで、同様に河床掘削

を行います。

支川の西大堀川、東大堀川も飯尾川本川とのバランスを考慮しまして、おおよ

、そ５年に１回程度発生する洪水を、安全に流下させることを目標といたしまして

計画高水流量は西大堀川では、この飯尾川合流地点で２５ｍ ／ｓ、東大堀川では、３

西大堀川との合流地点で１５ｍ ／ｓとします。３

西大堀川の整備延長は、飯尾川の合流点から１．４ｋｍとしまして、飯尾川本

川の整備状況を考慮しながら、目標流量を安全に流下させるために河道拡幅、河

床掘削や流下の妨げになっている橋梁の改築等を行います。

、東大堀川では、整備延長は西大堀川合流点から０．８ｋｍで、同様に河道拡幅

河床掘削、橋梁改築等を行います。

河川工事の維持、目的についてでございますが、恵まれた自然環境と市街地が

共存する飯尾川流域では、河川が有します治水、利水、環境の機能の果たす役割
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は、ますます重要なものとなっております。

このため、これら河川の機能、役割を維持するために、災害の防止、河川の適

正な利用、流水の正常な機能の維持、河川環境の整備と保全の観点から維持管理

に努めます。

洪水時の流下能力を維持するために河道内の堆積土砂でありますとか、植生の

繁茂状況などの監視を行いまして、支障となる場合は周辺環境に配慮しながら、

必要な対策を行います。

河川管理施設の維持につきましては、日々の点検等によりまして、河川構造物

の異常や不具合を早期に発見し、適正な機能が維持できるよう、補修等を行いま

す。 洪水時等に操作を行う必要のある樋門とか、排水機場の施設につきまして

は、迅速かつ的確な対応が取れるよう、施設管理者とか操作人と連携して対応し

ていきます。

動植物の生息、生育地として、特に重要な区域の保全に努めるとともに、訪れ

た人が安心して利用できるよう、河川空間の適正な維持管理に努めます。

最後に、河川整備を総合的に行うために必要なその他の事項という項目でござ

いますが、まず河川整備を効果的、効率的に推進していくためには、関係機関は

もとより、地域住民の理解と協力を得ることが不可欠であります。

そのために地域住民との密接な連携を図りながら、河川整備を進めてまいりま

す。 そして、地域住民とかボランティアなどが行います河川美化活動などの社

会貢献活動を支援します。

また、環境部局、農林部局、教育機関、地元自治体などの関係機関との連携を

図りながら効果的、効率的な河川整備を進めます。

、そして、洪水時には水位等の河川情報というものが非常に重要でありますので

こういう情報を市町や住民に提供しまして、水防活動などを支援し、被害の軽減

に努めます。

洪水被害の軽減を図るためには、円滑な水防活動とか、住民の安全な避難とい

うのが十分行えるよう水防体制の強化とか、避難経路、避難場所を示したハザー

ドマップの作成などを支援していくこととします。

以上で整備計画について説明させていただきました。

あと補足説明といたしまして、ちょっと説明させていただきます。

まず、先ほど飯尾川の計画につきまして、１／５０でありますとか、１／５と
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いう計画規模が出てきております。

この計画規模の妥当性について、検証というのを今、行っております。その検

証のイメージというのを、ここに映しております。

降雨のデータを平成１６年まで、一番新しい降雨のデータまで用いまして、計

画規模の妥当性を検証しているところであります。

この雨量を用いて、この雨量によります流出解析によりまして、流量を算出し

ます。この流量を確立、処理して１／５０とか、１／５が妥当であるかどうか、

という検証を今回、間に合わなかったんですけれども、行っているところであり

ます。

ほぼ妥当である、という結果が得られる見込みとなっております。

これが、飯尾川現況の流下能力図です。この黒い線が将来計画であります５０

分の１規模の計画高水流量の線です。

赤の線が、整備目標の計画であります１／５規模の計画高水流量の線でありま

す。

青い線というのが、加減堰の流下能力見合いということで、上流で進めている

規模の計画高水流量です。

これを見ますと、加減堰より下流では、この１／５規模の改修が進んでいる、

、という状況が分かっていただけるかと思います。上流では、まだまだ治水安全度

流下能力が非常に不足しているというのが、見ていただけるかと思います。

、最後に、平成１６年の台風２３号の雨を用いまして、この雨はどうであったか

というのを検証してみました。

この台風２３号の実績降雨というのを使いまして、当初設計とは手法が異なり

ますが、準線形貯留型モデルで流出解析を行いまして、平面２次元不定流モデル

を用いまして、内水解析を行いました。その結果が、この図の下のとおりとなっ

ております。

これを見ますと、台風２３号の雨というのは、非常に大きな流量であった。将

来計画の１／５０規模を超える大きな洪水であった、というのが分かっていただ

けるかと思います。

以上で説明を終わらせていただきます。

○委員長

どうもありがとうございました。
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議題はこれだけで、時間はたっぷりありますので、ご意見をお願いしたいんで

すが、委員長の役得で、ちょっと冒頭に発言させていただきます。

中国が所得格差で暴動が起こって、国が変わるかも知れんというぐらい、格差

があるようですね。

それで、この１／５、５年で１回で我慢してくださいと言ったら、そのうち暴

動が起こりゃせんか、と思いますけど。

これはこれで、上下流の従来のしがらみと、予算とから言ったら、これぐらい

しかないと思います。これから離れて、将来どうあるべきか、というのをちょっ

と考えてみられたらなあ、と思いますね。

例えば、従来の河川工学的には、やると言えば、河道を深く掘ったり広げたり

して、まずポンプの排水容量をぐっと増やすと。それが、普段は余りどかっと雨

が降らんのに、というのであったら、排水容量をそのままにしておいて、河道を

ぐっと深くしたり広げたりしておいて、事前排水ですか、それをして、豪雨が降

り始めた時には、事前排水して備えるとかですね。

将来、子々孫々が維持できるように、将来に備えてコンパクトシティーの概念

ですが、集合的に宅地の地上げをしておいて、そこへ住宅をずーっと集める、と

かいうのをすると、交通にかかる費用とかが随分少なくてすみますね。

そういったことを真剣に。人口が自然減少しておりますので将来、施設の維持

ができにくくなるんですよね。で、コンパクトシティーという概念が出て、○○

さんが専門家かも知れんけど、そういう概念が出てきておりますので、都市計画

と一緒になって、将来、河川計画は都市計画が大部分だ、というふうにもってい

ったほうが良いような気もしますね。

以上ですが、ご意見があったらご自由にどうぞ。１／５なんかでやってるのに

議論しよったらどうもいかん、我々としては。

○委員

いいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

まず、現状の状況は出していただいて、これでいいかと思うんですけれども、

計画とか５年後のアレは確率を書いてるし、流量も書いてますので、現状の、い
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わゆるどのぐらいの、何ｍ ／ｓぐらいになったら、もう浸水被害が出ているのか、３

それが欲しかったですね。

ただ、それが確率でいえば、多分、毎年ぐらいになるのか、その数字をお願い

したいと思うんです。まず、それが１点ですけど。

、次は、ここは水位流量曲線がない、とお聞きしたはずです。この確認ですけど

ないんですね。

○事務局

はい。流量観測はしておりません。

○委員

ですから、他の川もそうですけど、基本高水の流量が何ｍ ／ｓとか、１／５の３

流量が２３０ｍ ／ｓですか、そういう数字がどれだけ信頼性があるのか、という３

ことが１／５の確率に対応してくると思うので。

流量は多分、計画ですから、マニング流速で断面は決められますから、そうい

う方向でいいんだと思いますけども、それが確率１／５に相当するのかどうか、

というのは、非常に僕はあやしい、と思ってるんですけど。

ですから、言いたいのは、その根拠となるところの再現計算を、この前も現地

へ行った時に、個人的にお願いしたと思うんですけども。だから、ここは再現計

算いうても、水位でしか再現計算できないわけですね。

で、さっき拝見しましたら、１６年の２３号台風でそういうやつをやったと書

かれてますけども、ハイドロがないし、これどうしたんですか。ピーク流量なん

か計算しただけじゃないんですか。

○事務局

いや、内水の氾濫解析ですから。

○委員

ええ、だからどうしたんですか。最大の浸水深に合うように、いろいろ合わし

たわけですね。そのぐらいしかできないんじゃないか、と思うんですが。

○事務局

そうですね。最大の浸水深の時の流量ですね。

○委員

で、それが何ｍ ／ｓぐらいになったわけですか。そういう数字が出てきたわけ３

ですね。それが計画の、先ほど検証計画をしてるという、流量の確率の５０年に
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１回のアレに相当するのか、その際のアレが全くないですけどね。どのへんぐら

いになるんですか。

そういう作業を１洪水では駄目ですわね。多分、ここは非常に複雑で、そうい

う内水氾濫型、河道氾濫型となってますけど、過去の浸水は複合の場合が多いん

じゃないかと。内水と河道氾濫、多分。そのケースは、何か検討してませんね。

どちらかだけですね。段階的改修のところで、ちらっとそういうアレが出てきま

すけど。

○委員長

吉野川から見た全体は、内水になるんやけど。

○委員

いや、飯尾川水系の内水、洪水を扱っていますね。段階的に上流側をした場合

に、とにかく下流に影響が出ないように、ということで、段階的治水、ページで

言えば１９ページあたりですか。

これは工事中のことだけなんで、こういう大雑把で２つのパターンしか考えな

くてもいいのかも分かりませんけども、私は基本高水を決めるとか、５年確率の

アレにも、こういうことを考えないといけないと思うんですね。

河道氾濫型、内水氾濫型、それの複合型。そういうところが、段階施行では考

慮されてるのに、計画高水には、だから基本はいいですけども、ポンプでどれだ

けするか、というのになると、やっぱり内水のプラスされたもの、そういうこと

になってくるわけですね。

、そのへんのところが、もうひとつ深く考えられているのかどうか知らないけど

別にそういう資料があるんだったら、やっぱり付録か何かで参考資料で付けるべ

きだと思いますね。

○事務局

はい。

○委員

流量資料がないところは、特にどういうようにして流量を計算したのか、そう

いう資料が絶対に必要だと思いますね。

で、この前も申し上げたように、水位データがせっかくあるんですから、水位

データをもってその再現計算をするという、そして確率を評価する。そういうふ

うにぜひ持っていって、そういう方向でないと、いつまでたっても何かよう分か
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らん数字があると、一向に改善されないような気がしますね。

以上です。

○委員長

再現計算のやり直しっていう宿題が出たのかなあ。

○委員

そういう計画の流量の根拠。まあ確率ですね。それが本当に１／５とか１／５

０に対応してるのか。そのポンプの容量がそれで本当にいいのかですね。そのへ

んのところがもう一つ。

○委員長

いずれにせよ、ポンプの容量は絶対的に不足なんでしょう。

○事務局

１つですね、先ほどの段階施行計画のところの、内水氾濫型と河道氾濫型とい

うことが出てきまして、２種類の手法で計算しとるようなイメージになってるん

ですけど、これは雨を分ける時に、内水が起こるような降雨波型という雨と、河

道が氾濫するという降雨波型と、雨を分けただけでありまして・・・。

○委員

雨を２つに。いわゆる長雨と、集中型というような感じですか。

○事務局

はい。ですから、解析手法は一緒、１つになるんです。

○委員

じゃあ、書き方が悪いんですかな。

じゃあ、そういう計画にはどっちを。例えば、ポンプなんかだったら、内水型

で決めますわね。外のは河道氾濫ですか、そういうふうに分けてるんですか。計

画の１／５の各地点での流量の決定ですね。どっちのパターンでやるんか。

普通、大河川では、ダムの洪水調整の時は貯留のアレだから、まあ内水と同じ

ように決めるわけですね。河道の下流側のアレではピークの流量が大事だから、

２つでやるわけですね。そういう配慮がされてるんですか、計画のほうでも。

○事務局

この計画は、今回、河川整備計画ということで・・・。

○委員

いや、どっちを基本として採用したかですね、高水の決定の時には。長雨を基
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にポンプの容量を決めたのかですね。

○事務局

流量の配分につきましては、治水計画編に付けておりましたように、過去の主

な１４洪水のうち、７洪水の流量をカバーするという流量を出しております。そ

れを踏襲といいますか・・・。

○委員

そういうことじゃなくて、それは基本でしょう。貯留とか、ポンプがない場合

のアレの決め方はそれはいいんですけどね。その処理できない分を、ポンプです

るということになるわけですね。

そしたら、ポンプにする時は、長雨型が一番安全側というのか、それでやって

おけば、急激な集中豪雨でも処理できると。そういうふうにやるんですけどね、

大河川では。

○事務局

ポンプの設計と、河道の流量の考え方というのは、別に・・・。

○委員

分担、対応する洪水、雨はどっちでやるかということです。

○事務局

別というか、ポンプの規模を決める時は、内水の治水安全度に対して１／１０

であるとか、そういう決め方でポンプを決めております。

○委員

そうですね。そういうふうにされてたらいいんですけどね。

○事務局

今回、県のほうでこのポンプを計画します、というのでは今のところないわけ

でして、ポンプの容量の検討まではしておりません。

○委員

ちょっとよろしいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

一番基本的な視点、出発点の問題なんですけれども、飯尾川の川の中を流れて

いる水は、あれは内水と見るのか、外水と皆さん方、見ていらっしゃるのか。○
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○先生は、あれを外水と見ているわけです、飯尾川ですからね。皆さん方、あれ

みな内水だとね。

○委員長

僕も内水と思ってる。

○委員

それは要するに、飯尾川が吉野川の家来だという、ただ単に吉野川の家来とい

う位置づけでしか見てないからですね。国交省はそうでしょうけれども、県とし

てはあれは外水と見ないと、そういうセンスでものを見ないと、それを管理する

側から見たら全くおかしいんでね。

だから、あの中の、川の中の流れ解析を、この説明なんかでも、内水解析をし

たっていうふうに書いてあるんですね。あれは吉野川の内水かも知れないけれど

も、飯尾川にとっては外水なんですね。

で、飯尾川にとっての内水っていうのは、国府のあたりの何とか堀川とか、そ

ういうものが周辺であふれた、これが内水ですね。

計画もやっぱりその立場で計画を立てるようにしないと、今これのように単な

る吉野川の家来みたいな感じの計画の立て方では、これは県民に対する責任を取

れたとは言えないと思う。

○委員

○○先生、ありがとう。私は、そこまではっきり言わなかった。なるほど、そ

ういうことですね。

○事務局

内水解析というのは、さっきの上下流のバランスの話しましたけれども、上流

、を改修すると下流の被害が増えたりする、こういうバランスになっていますので

そういう検証のための内水解析であります。

○委員

普通は、内水解析というと、飯尾川の外の水。いわゆる飯尾川の中の水じゃな

いんだよ。外の水というものを解析したっていうことですよ。内水解析というの

は、普通いうのは。

○事務局

はい。

○委員
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飯尾川の中の水は、飯尾川にとっては外水ですね。

○事務局

はい。

○委員

そうですか。

○事務局

ええ、飯尾川の水は外水ということになりますけど。

○委員

今おっしゃった内水解析をしました、というのは、飯尾川の外の水を解析され

たことをおっしゃるわけですね。違うでしょう。外水の計算、要するに不定流計

算をしたわけでしょう。

○事務局

はい。

○委員

、だから、それは外水計算をしたんですよ。飯尾川としたら。吉野川にとっては

そら内水かも知れないけれども。

○委員長

いずれにしろ、吉野川の水位よりは高くなることはないですね。

○委員

それは、分からんです。

○委員長

吉野川は増えないで、外水だけ増えるということがあり得るわけか。

○委員

ありますね。

○委員長

その時は、ポンプアップ以外は余り問題にならない。結局は、ポンプの容量が

問題になってくるんやね、最後は。

○委員

すみません、いいですか。

○委員長

どうぞ。
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○委員

○○先生の定義で、はっきりもう一度質問します。段階的施行のところで、２

つに分けられていますね。内水型洪水というのと。

内水型洪水というのは、その付近の家が浸水したと。浸水した理由は、飯尾川

の流域に、上流に降った雨が、疎通能力が足りないために溢れて浸水したと。そ

れが内水氾濫型と言っとんですね。

○事務局

この段階施行のところで書いているやつですか。

○委員

はい。

○事務局

これは、そうですね。吉野川に大きな洪水がきまして。その時の雨で。

○委員

吉野川ですか。吉野川の水位が高くて。ああ、それを内水と言うとんですか。

それじゃ○○先生が指摘したとおりのことですね。

○事務局

樋門が閉まった時の降雨ということです。

○委員

私は、だから誤解していました。で、そういう計算というのは何ですか。じゃ

あ下流側の堰を閉めて、飯尾川に降った雨が、そのままとにかく流れないから溜

まるだけだと、そういう計算ですね。

○事務局

はい。

○委員

もう１つ、河道氾濫型洪水と言いましたね。

○事務局

はい。

○委員

これは、下流の堰が開いとったと。吉野川の自然流下ができると。だけども、

狭窄部があって、その上流側が、水が吐けなかったということですね。その２つ

ですか。
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○委員長

整理できましたね。

○委員

だから、その２つが同時に起こる場合を考えてないわけやね。そういうことで

すね。

○委員長

どっちか分からんやつやね。

○委員

。過去の洪水というのは、大体、同時に起こっておると私は思うとんですけどね

吉野川の水位が高いと。狭窄部もあると。そして１年中氾濫しとると。上流はも

ちろん、下流も氾濫してる、という状態じゃないかと思うんですけどね。一昨年

ですか。大体どっちもが起こっている状況じゃないかと思うんですね。

だから、将来５年に１度なんていうのは、まずポンプ場を整備するのに、どの

くらい出すかと。河道整備とはっきり分けるべきだと思うんですね。前から非常

にあいまいな、何かよく分からんような状況に、この書面だけでは見えるんです

けどね。

○委員長

差し当たっては、この程度しかありませんね、確かに。それは言えるね。

○委員

当面は、ポンプ場に重点を置くんだとか、何かそういうことを出したらいいん

じゃないかな、と思いますね。

○事務局

あくまでも外水対策用に河道を拡幅していこうというのがあるんです。

○委員

その方針ですか。

○事務局

さらに内水対策については、県だけではできませんので、関係機関とも連携し

ながら対応していこう、ということにしております。

○委員

ああ、そうですか。

○委員長
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これ、きょうは、もやーっとしてるから、河川にうるさいのが多いということ

やけど。

○委員

そのへんは、もうちょっと。はっきりしてるのかどうか知らんけど、読んでな

いから。そのへんをはっきりさせてもらったら。

○事務局

よろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○事務局

、今ちょっと外水か内水かの話があるんですけど、飯尾川の改修について、今後

２０年ぐらいで一体、県として何ができるか、ということを考えて、この解析図

を作っとるわけです。整備計画を。

その中で、まず、直接、山から海へ出て行くような、そういう単純な川であれ

ば基本高水を計算して、それで、例えば上流ダムカットするなり、中流部で遊水

、池を造るなどして河道の基本高水から、今度は計画高水は幾らか、ということで

川幅とか、水位とか、築堤とか、そういうことで決めていけばいいんですが、飯

尾川で今後、２０年間で一体どういうふうな改修ができるんだろうか、というこ

とを考えた場合に、どうしても吉野川への水の排水という問題で内水氾濫を繰り

返している状況の中で、いかにバランスよく２２．４ｋｍを２０年間でやってい

くか、という命題がございます。

。それじゃあ、先ほど先生がおっしゃったように、ポンプをいかに付けていくか

その内水対策もやりながら、河道も広げていく。外水対策もやっていく、という

バランスを考えて、この整備計画の中の、最初のほうは基本高水をどうするかっ

ていうことを決めて、河道でどのくらい持つかっていうことを決めていくと。

そのあと、それじゃそれを段階的に施行していく２２．４ｋｍの中で、どうい

うふうに段階的に整備を進めていくか。下流ばっかりから進めて、ずーっとして

いたらいいんかとか、例えば、せっかく飯尾川放水路を造っている、角ノ瀬放水

路も造っている。ですから、単純に下流から順次、順次、やっていくというので

なくて、うまく鴨島町、それから石井町、それから徳島市をうまくバランスよく

整備計画を２０年ぐらいでやれんだろうか、という苦肉の策が段階施行計画とい
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うような表現で書いて、補足的な改修の進め方を書いてるので、ちょっと誤解が

あるのかも分かりませんけど。

それで、ご理解いただけたら、と思うんですけど。今後、２０年間で一体、何

ができるのか、ということを考えるために、段階施行計画というのを記載させて

いただいている、という状況でございます。

○委員長

それじゃ情けないから、僕らは１００年先を見通してくれよと。

○事務局

というご説明でございます。

○事務局

ちょっと追加をさせていただきますと、この整備計画では、大体、２０年とい

うスパンを計画しておりますから、２０年で大体、投資規模が１２０億強ぐらい

でございます。

、そうしますと、その１２０億強ぐらいのお金でできる範囲といいますのは、今

事務局が申し上げましたように、何を先にやらなければいけないか、ということ

だろうと思うんですね。

そこで考えてみますと、じゃあポンプが先なのか、あるいは河道の狭いところ

を広げるのが先なのかと、そういうことを考えた時に、まずは外水か内水かとい

いますのは、お父さんをだれにするかによって、吉野川から見ると全体が内水に

。なりますし、飯尾川本川から考えますと、飯尾川の水というのは外水になります

で、今回の整備計画の中で位置づけておりますのは、あくまで、まずは県がや

るべきことは、飯尾川の本川の外水を、外に溢れないようにするための計画をつ

くろうと。それが今回の範囲でございます。

要は、それをお金で言いますと、精一杯だったということでございます。それ

が規模で言いますと、おおむね１／５ぐらいの規模で、飯尾川本川からやっと水

が溢れなくなると。

ただ、溢れなくなるとは言いましても、それはあくまで飯尾川の外水が溢れな

くなるということでございまして、吉野川の本川の洪水を考えますと、雨の降り

方によっては、吉野川の水位が高い時には、幾ら川幅が広くても、内水被害とい

うのは同じような規模の雨でも吉野川の水位が高い時には、内水被害というのは

どうしても発生してしまいますから、それを真ん中あたりの雨は選んでおりませ
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んが、両極端な雨に分けて、要するに飯尾川の水位に非常に影響の高い雨、吉野

、川の水位は余り高くならないんだけれども、飯尾川の流域でたくさん降っていて

飯尾川の水位が多く上がっているような傾向のある過去の雨。

それから、もう１つは、両方で降っている、もしくは吉野川に特に影響のあっ

た雨。これは、内水氾濫型というふうに分けておりますけれども、要するに飯尾

川の改修があまり効かない形の雨。吉野川の水位が高くて樋門が全部閉まってし

まって、余り水が吐けにくい雨。

この２通りの雨を４つずつ選んで検討しているのが、そこの段階施行計画とい

うところでございます。

それの結果を治水計画編の、これちょっと説明はなかったのですが、治水計画

編の２８ページ以降に、その水位の変化、これ実績でございますが、改修をやっ

ていくことによって、どういうふうにその地点、地点の水位が減っていくかとい

うことを確認しております。

要するに、吉野川からいう内水型、ここで言う分け方は、吉野川から言う内水

型、外水型でございますけども、２８ページからずっとございますけども、下の

表題のところに内水型だとか、河道氾濫型だとかいうふうな雨の分類をしており

ます。

これで内水型の、要するに吉野川から見た内水型の雨で、今回の整備計画に書こ

、うとしている河道の拡幅をやった時に、どういう負の効果が発生していってるか

あるいは、どういう悪影響があるのか。

それから、吉野川から見た河道氾濫型の雨の時に、それがどういうふうな変化

をもたらしていってるのか、これらを水位の縦断図にして並べたものでございま

、す。 で、比べる対象は、改修の初期、昭和５０年代初頭ぐらいの川の状態から

これからやろうとしているところの段階的な、最終型がケース４ということでご

ざいまして、このケース４の状態といいますのが、要するに今回の整備計画の中

で、うたおうとしている２０年後の飯尾川の姿。

それで、水位がどうなっていくのかっていうのを検証したのが、その洪水でご

ざいます。

高水の検討の時には、新しい雨を入れた型では、実はやっておりませんで、こ

の治水計画編の８ページ、９ページにありますように、昭和５０年代につくられ

たものを、そのまま利用してございます。
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５０年代に過去の１４洪水、この１４洪水の中には、いろんな型の洪水が入っ

。ております。それらの洪水をここで言うと９ページになります。これ１／５です

１／５に日雨量を縮小しまして、１／５型の洪水波型にしまして、流出計算をし

て、それのちょうど半分の値。

要するに、一番大きい値を取っていってしまいますと、非常に川幅が広くなっ

てしまいますから、カバー率という概念を設定しまして、ちょうど半分ぐらいの

値を取って、それを飯尾川の高水としております。

本来は、もっと新しい雨を追加して、これを検証する必要があったかも分かり

ませんけれども、今回は、既にこの計画で一部を実施している、ということもご

ざいますので、高水そのものについての考え方は、変えておりません。

ただ、新しい雨も入れた実績洪水を２つの型で選んで、じゃあ治水はどうなっ

ていくのかっていう検証はしております。

○委員

はい、分かりました。

ちょっと今、説明を聞いていて思い出したんですけども、そういう改修をする

ことによって、どのあたりが浸水がなくなるか、というのを図にされたほうがい

いんじゃないかと思うんですね。

例えば、３ページの、これは１６年１０月２３日の台風の時の浸水。これが今

回の１／５のアレの改修で、どのあたりまでが浸水がなくなるんだ、というよう

なことがあれば、一般の方に非常に理解を得やすいんじゃないか、と思いますの

で、そういうことをお願いしたいと思います。

○委員長

、これちょうど、こっちのほうの何ページかな。説明資料の３枚目にあるんかな

浸水図は。同じ図が載っていますね。

、ここの開いたところで、左側に樋門の話がありますが、ここで樋門というのは

地域で言っております水門とどう違うっていうこと。

樋門というのは、堤防にトンネルを開けて、扉を上げたり下げたり、開いたり

閉じたりする、これが樋門ですね。水門というのは、堤防の上まで、堤防を切っ

てしまって、ばーっと引き上げたりして、ずっと扉を全部上げる、堤防が切れた

状態で水を通すというのが水門なんです。

みんな樋門というたら難しそうやけど、水門の一種類だと思っておればいいで
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すね。

皆さん方、何かございませんか。はい、どうぞ。

○委員

先ほどちょっと説明された内水氾濫型の場合と、外水氾濫型の時なんですけれ

ども、それの効果を評価される時に、下流端の第二樋門というんですか、その下

流端での計算条件というのは、内水氾濫型として計算される場合と、河道氾濫型

と計算される場合と、どう違うんですか。

というのは、内水氾濫型の場合というのは、当然、吉野川の外水位が高いです

から、水門は恐らく閉まっている。で、一方、外水氾濫型の場合は、当然、吉野

川の外水位、低いですから、水門は開放している。

そういうふうに、水門からの流出流量が随分違うはずなのに、そのあたりの水

位が、わずか２０～３０ｃｍぐらいしか水位が変わらない。何かこれ、非常に変

な感じがするんですが。

○事務局

基本的には、吉野川と繋がる箇所が第一樋門、それから放水路が２本、計３ヵ

所ですね。それから、第二樋門というのは、鮎喰川に繋がっております。

基本的には、内水計算をする時の条件といいますのは、その地点の実績の外水

位です。実績の外水位で、例えば、角ノ瀬、あるいは飯尾川放水路なんかは、実

績の外水位がございますから、その実績の外水位を与えておりますけれども、第

一樋門は・・・。

○委員

実績の外水位というのは、吉野川の外水位。

○事務局

吉野川の外水位です。

○委員

例えば、飯尾川の排水機場ね、あるいは角ノ瀬の排水機場、あれ吉野川の外水

位と繋がってますか。外水と。あれポンプで繋がっているだけじゃないですか。

○事務局

いや、樋門で繋がってます。で、吉野川の外水位が上がれば、樋門が閉まって

ポンプに移行するっていう形になります。樋門が閉まるまでは、樋門が閉まるタ

、イミングといいますのは、吉野川本川の外水位、実績ですね、実績がない場合は
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その近傍の外水位から不等流計算などで類推してますけども、実績外水位で逆転

した場合に樋門が閉まって、その時点で、そこに付けてるポンプが動き出すと。

。４０ｔなら４０ｔの吐き出しが始まる、というふうな内水計算になっています

○委員

これ、かんがい期だから堰の水位を上げてるんでしょう。かんがい期だから、

角ノ瀬の下流に堰がありますね。

○事務局

堰は、洪水時には一応、本川の・・・。

○委員

かんがい期でも、洪水のアレ開けるんですか。

○事務局

開けます。洪水時には、浸水が始まる前に水位が設定されておりまして、堰は

開くようになっておりますので、その堰が正確に運用されたかどうかっていうの

は、また別途あるかも分かりませんが、それは開くようになっています。

○委員

ちょっと疑問やね。２０ｃｍといったら、僕はだから、堰があるから常にその

ぐらいの水位しかないと思うとっとんだけど。

○事務局

堰は、ですから開いている状態ですね。

○委員

開いてる、と仮定してるわけやな。いや違うか。実績でいっとんだから閉まっ

とんと違うかなと。

○事務局

今、○○先生がおっしゃったのは、どこの樋門ですか。

○委員

ラバーゲートのところの本流のところのあれ。

○委員長

角ノ瀬やな。

○事務局

はい。角ノ瀬のところの放水路部分のラバー堰がありますね。

○委員
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ラバーでないほう。本流のほう。

○事務局

不動のほうですか。それとも、どこ。

○委員

不動堰があるでしょう。

○事務局

取水堰ですね。

○委員

かんがいで水位上げとるでしょう、あれ。

○事務局

はい、あそこね。

○委員

上がった状態じゃないかと思うんですけど。

○事務局

水位は上がってますわね。

○委員

ええ。

○事務局

それで、洪水になった場合、ゲートが上がるんです。

○委員

上げてるんですか。

○事務局

はい、上げてるんです。連動してるんです。ラバー堰と不動にある農業用の取

水堰が連動してまして、洪水時はあれを上げて、角ノ瀬のラバー堰も倒れて洪水

を吐いてると。

それで、吉野川本川の水位が高くなれば、角ノ瀬のゲートが降りて、まだ今、

ポンプはできてないけど、ゲートは降ります。

○委員

実績というのは、吉野川の洪水でなくても、水位が鮎喰で２０ｃｍぐらいか差

がないということですか。

○事務局
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そうですね。４月から９月のかんがい期は、もう樋門が閉まっていまして、堰

も立ってますから、大体、ほとんど水が溜まっている状態ですが・・・。

○委員

あるなしにかかわらず、水位は余り差がない、ということと違うんですか。実

。績が、○○先生が指摘したように２０ｃｍというのは、おかしいのと違いますか

それぐらいしか、ないんかなあ。

○委員長

時間が大分なくなったので。

外にどうですか。

○委員

じゃあ、よろしいでしょうか。

○委員長

はい。

○委員

○○さん、先ほど言った流量配分の数値的なところはいかがですか。ちょっと

私の指摘と一緒に合わせてお答え願いたいんですけど。

例えば、きょうお配りいただいているこのものの９ページをご覧になっていた

だいて、９ページの下から７行目のあたりから、流量配分のことが書いてありま

、す。流量配分というのは、本川から流れてきたやつを、途中で放水路で幾ら抜き

一番下流端からは幾ら抜き、というこれなんですけども、浜高房というところ、

これ、下流端ですが３２０ｍ ／ｓ。３

それが、２つの放水路で合計２２０ｍ ／ｓを抜いて、従って浜高房では１２０３

というふうになってるわけですけども、大抵の場合、これ私の誤認かも知れませ

んが、３２０＝２２０＋１２０というのが、大体こういう時の相場なんですけど

も、これ見ると２０ぐらい差があるんですが、このへんはどうしてこういうふう

な差が出てるわけでしょうか。

○事務局

単純には足し算にはならない、ということだと思うんですけど。１／５０のほ

うは、たまたまぴったり数字が一致したんですが、こっちは例えば・・・。

○委員

もうちょっと、まだ問題が少しあるのは、今の角ノ瀬放水路の白い四角の上を
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見てください。そこにカッコ書きで南島と加減堰が２５０、加減堰－角ノ瀬が２

８０＋３０ですね。

一方、河道内の流量が１５０から２００へと５０プラスですね。この差は何で

すか。

○事務局

この下に書いていますように、１４洪水の７洪水をカバーするという流量にな

ってますので、基本高水も同じように、こんな表をつくってやっているんです。

ですから、洪水が違うんです、この地点で。多少、誤差が出てくるんでないか

と思います。

例えば、南島のところですと、昭和４０年の値を使ってるんですけど、同じよ

うに基本高水のほうのこういうカバー率の検討したほうでは、年代が変わってま

した。洪水が違いました。そこで、単純な足し算にはならない。

○委員

そういうやり方でやってるわけですか。

○事務局

はい。

○委員

だから、幾つかのパターンの洪水の最大流量。

○事務局

８番目になります。

○委員

ああ、各断面について、何パターンかの計算が行われて、それが各ところにつ

いて並んでいて、それの８番目をすっと取る、ということですか。

○事務局

ですから、地点によって対象の洪水波型が違うんです。それぞれで１４個の流

。量が出てまいります。それぞれの地点で出てまいりますから、それの８番目の値

要するにちょうど真ん中の値を、８番目の値をそれぞれで取っていって、上位に

丸めた数字を高水流量にしてますので、多分その関係で、ちゃんとした足し算に

ならないのかな、というふうに思います。

ただ、１／５０のほうは、たまたま対象の洪水がほとんど４９年９月洪水にな

ってるもんですから、１／５０のほうは足し算がうまいこと合ってくる、という
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、ことかな、というふうに今、思いますけども。多分カバー率で、それぞれ各地点

地点で高水を選定している関係で、そういうふうになっているのかな、というふ

うに思います。

○委員

出どころは、よく分かりました。それがいいのかどうか、それはもう少し考え

させていただきます。

○委員

ちょっと一言。貯留関数法というのは、総合貯留関数法ですね。多分、それし

かこの時代だったら使えないはずです。で、これ低平地に使ってますのでね、ち

ょっと流量としては大き目に出てるんじゃないか、という気がしますね。

だから、僕は去年の洪水ですか、線形貯留型、こっちのほうがまだええと。あ

るいは、今までよく使われていたキネマテックで私は統一してほしい、と言うた

と思うんですが。キネマテックか何かでもう一度やり直してもいいんと違うかと

思いますけどね。

かなり流量このへん、きいてくると思うんですね。この際、水位でそのへんの

ところを検証したほうがええと思うんですれどね、ちゃんと。基礎になるデータ

が、まるきり何か。人口も多いですしね。１／５とか、１／６とかで、えらい数

字が違ってくる感じ。

○委員

きょうは、すごい難しい話で終わってしまいそうなので、ちょっと息抜きに意

見を言わせていただきます。

まさに、私、この２３号台風で被害にあった身内がおりまして、石井町の白鳥

に住んでおります。それも新築したての家に妹家族が住んでおりまして、まさか

家が浸水になるとは思ってもみない、雨がようけ降ってるな、ぐらいに思ってい

。たら、あっという間に漬かってしまって、写真の１枚も取り出せなかったんです

私、あとで片付けを手伝いに行きましたけど、倉庫みたいなのも全部漬かって

しまいまして、家族の写真やら子どもが描いた絵やら、冬物と夏物を入れ替えた

、衣類とかも全部漬かってしまって、おまけに車も乗れなくなってしまったりして

思った以上の被害だったんですね。

それも、甘く見ていた住民が、経験がないものですから、余り危機感を感じて

いない。そしておまけに飯尾川の支流の支流の渡内川に面しているところなんで
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す。 おまけに、１９２号線は高いんですが、そこから住宅に入りますと、もの

すごく坂になって低くなってるんですね。もう滝のように水が押し寄せて、最近

どんどん家が増えているんですが、賢い家はどんどん高く積み上げて、自分の家

を守るために、どんどん、どんどん周りが高くなっていって、うちの家はなぜか

低いんで、新築した割には、お金を削ったんかなあ、と思いましたけど、低いほ

うに全部流れてくるんです。恐ろしいぐらい。

かろうじて、床下ぎりぎりで止まったんですが、本当に○○先生のおっしゃっ

たように、２０年先の都市計画というのを考えるならば、今の計算方法とかいう

のを一生懸命考えるよりも建築基準法というか、土地の面を高くするという発想

のほうが簡単じゃないかなと思うんですけど。

そういうのも取り入れながら、まちづくりとか都市づくりを並行的に考えてい

くというのも１つ入れたらいいと思います。

以上です。

○委員長

床下でよかったですね。床上やったらえらいことですよ。床下と床上では、え

らい違うんですよね被害が。

○委員

そうですね。

○委員

それに関連して、よろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

あとで河川環境整備のところでお聞きしたいんですが、その前にパワーポイン

ト２３のところに内水対策については、今後の内水被害の発生状況や河川整備状

、況を踏まえ、関係機関と連携しながら、被害の軽減に努める、ということですが

先ほどまで議論していただいたことを聞いていますと、今後２０年というスパン

の整備を行ったとしても、少なくとも数年に１ぺんは漬かることになるわけです

よね。

そうすると、漬かることを前提にした都市計画みたようなものが必要だと思う

んですが、やっぱり漬かるということが分かっているんですから、そこはもう遊
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水池である、というように考えて、その前提で何か具体的なことをやらないとい

けないと思うんです。

それは、河川課さんのほうの範囲外だと思うんですけど、その連携という部分

で、外のところはどういった対策を具体的に考えているんでしょうか。

○委員長

ちょっと難しい質問だけど。会が始まる前に、河川課長に言うたんやけど、連

携プレーを問うよ言うて。

○事務局

よろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○事務局

今、皆さん方がおっしゃる都市計画部局、いろんな土地利用規制、そこらへん

と連携を取って治水対策を進めていったらどうか、という非常にありがたいご意

見と思っております。

昨日、参議院で１８年度の予算案が通ったわけなんですが、まだこの会で言え

るかどうか分からんのですが、もうじき予算プレスということで、１８年度の予

算の内容というのがプレス、新聞報道されると思うんですが、この飯尾川につき

まして、新しい施策、総合内水対策緊急事業というような事業に、多分、９割以

上、新規採択されると思います。

総合内水対策緊急事業というのは、どういう事業かといいますと、先ほどから

いろいろご意見、ご議論されております、いわゆる飯尾川のような、吉野川の本

川の洪水に左右される内水河川については、先ほど委員長がおっしゃったように

ポンプ排水というのが非常に重要になってきます。

それで、角ノ瀬にポンプ場を建設したり、石井町の関地点にポンプ場を建設し

たりして、内水排除計画を立てながら、国交省と共に河川改修を進めているとこ

ろなんですが、それだけでは、先ほどおっしゃったように○○さんのとこの、妹

さんのご家庭のように浸水被害を受けるというような状況がございますので、流

域内の各市町村とも連携を取って、避難の誘導であるとか、大規模な土地利用の

規制というのは、なかなか難しいですから、個人の財産という問題もございます

ので、緩やかな土地利用指導みたいな方向で、流域内の面的な土地利用について
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、の、いろんな制度を利用してやっていく事業、総合内水対策緊急事業というのは

多分、１８年度予算プレスの中で、この飯尾川が全国数河川のうちの１つに選ば

れると思います。 選ばれた暁には、先ほど皆さん方からご意見がありましたよ

うな、徳島市であるとか、石井町であるとか、吉野川市とも連携を取りながら、

土地利用についても、いろいろご議論させていただく。

それから、速やかに逃げていただく、いわゆる避難、ハザードに対するいろん

なマップを作っていくだとか、情報伝達経路をうまくやっていくとか、そういう

ふうな事業に１８年度から取り組んでいきたいなあと、そういうことを考えてお

りますので、今のところは、こういうことでご理解をいただけたらと思っており

ます。

以上でございます。

○委員長

、言い忘れましたけど、今いった都市計画とか、重要な避難とかいうのは、全部

主体は市町村なんですよ。県は、うまく指導する立場ですね。主体は、あくまで

市町村です、きめ細かいやつは。

外にありませんか。はい、どうぞ。

○委員

、博物館近くの園瀬川を見ていて思ったんですけど、我々、あそこにいますから

、八万、上八万町の近辺、時々水に漬かるというのは知ってるんですね。ところが

最近、新しく建てられた建物は、それを知らないで建てたとしか思えないような

例が非常に多いんですよね。

やっぱり自分がどういうところに住んでいるのか、というのは、住民の方はそ

ういう知識が著しく欠けてるように思うんですが。やはりそういった情報提供の

面で問題があるようにしか思えないんですが、いかがでしょうか。

○委員

全くそのとおりですね。この地域は、水びたしになるんだ、という情報が一般

的に知られてない。ただ単に建築許可が出たから大丈夫と思っている。

○事務局

、そういうこともございまして、昨年度、１６年の２３号台風にかんがみまして

私のほう、河川管理者で浸水実績マップ、県下のすべての地点を網羅した浸水実

績マップというマップを作っております。
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２万５０００分の１の地図に、どのお宅がどれだけ床上浸水した、床下浸水し

た、というマップを作っておりますので、よろしければ各家庭に、ということは

ありませんけど、主要な土木事務所、それから消防、市町村、この委員さんの中

にお持ちの方もおいでますけど、そういう主要なところには、お配りしておりま

すので、それがもう少し改良されて、インターネットで簡単にクリックできると

いうことになれば、もっといいんですけど、情報量との関係でインターネットま

で載せることができなかったものですから、そこらへんで浸水実績マップを作っ

ておりますので、そこらへんもご理解いただけたらと思っております。

○委員

そういう情報が、建物などを建てようとした時に、必ず行くようにはならない

んですか。建てる前に書類を審査しますよね、そういう時に伝えられたら一番確

実だと思うんですけど。

○事務局

今、委員の言われたことは、確かに住民サービスの中ではいいと思います。た

だ、それを、例えば、この家は田んぼが漬かるんで、宅地は漬かりますよ、と

個々に言った場合、個人の方の財産というものに対して、非常に影響を及ぼすわ

けですね。 ですから、土地の値段がぐっと下がってしまったり、そういうよう

、な大きな反響が出てまいります。ですから、そこのところを詳しくっていうのは

非常に難しいんでないだろうかと。大きな面で周知はしていて、それの中で、あ

、とは建てる方が個人の中で情報収集してもらわなければならないんじゃないかな

と思います。

余り、これはこうですよと、やってしまうのはどうかなと、私たち河川の部門

では思っているんですが。

○委員長

進歩はしていますよ。ハザードマップ発表したでしょう。昔は、あれですら土

地の値段に影響するんで、発表しなかったんですよ。

○委員

県のホームページでそういうのがありますと、利用の方はこちらへ問い合わせ

てくださいと、そのぐらいのアレをホームページにぜひ。

○委員

そうですね。それがいいですね。
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○事務局

そうですね。そういうＰＲの仕方はできると思います。ホームページに全部載

せるとなったら、ちょっと情報量が大きすぎてコンピューターが動かんぐらいに

、なってしまうんです。そういう、もし建てる場合には、最寄りの土木事務所なり

消防団に調査に行けば、そういう浸水実績マップがありますから、参考にしてく

ださいという情報を載せるのはできますので、そこらへんもまた検討していきた

いな、と思います。

○委員長

第二室戸台風の時は、ここまできたっていうやつを。

○事務局

ですから、今いった市町村の役場には必ず、もう配布してありますので、消防

部局にも配布してありますので、そこらへんをご利用していただくようなＰＲは

したいな、と思っております。

○委員長

。あれ、４ｍぐらいくると書いてるね。どうしようもないね、あれ、大きすぎて

○委員

この間ね、四万十川へ行った時に、そんなの見てきました。あそこは大変なと

ころですね。そんなんから比べたら、徳島はまだ恵まれてますね。

○委員

すみません。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

２０年後に台風２３号がきたら、という設定の洪水マップというか、シミュレ

ーションというか、合成写真というか、地図でもいいんですけど、そういうのっ

ていうのは無理なんでしょうか。

○事務局

○○さんのご意見は、○○先生が先ほど言った意見と多分リンクしてると思う

んですが、１６年の２３号台風時の絵は載ってるよと。それじゃ２０年後の５分

の１河道ができた時に、どんな浸水実績図になるの、それを載せたらどうや、と

いうことにちょっと似てると思うんですけどね。
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○事務局

よろしいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○事務局

治水計画編の３ページのほうが２３号の今の実績ですね。今の実績がこのよう

な色塗りになります。これがもし２０年後に川ができた場合にどうなるのか、同

じ雨でどうなるのか、というのは、こういう色塗りにすることは可能です。

ただ、あくまでシミュレーションといいますか、想定の範囲内になりますが、

図面にすることは可能です。

○委員長

川づくり委員会、どんどんやらないかんな、全体が作れるんやったら。

○事務局

ただまあ、ちゃんとした図面ではなくて、５０ｍの升目に切って、５０ｍごと

の色塗りになります。

○委員

あくまでイメージ図のようなものですね。

○事務局

イメージ図です。それは可能ですね、できます。

○委員

それがあれば分かりやすいかな、と思いますね。この図面を見ても、さっぱり

分からなかったもので。

○委員

環境のほう、よろしいでしょうか。

○委員長

はい。

○委員

、パワーポイントの２４、河川環境の整備と保全に関する事項というのがあって

その１つ目に動植物にとって良好な生息、生育環境の保全に努めるとともに、流

域全体の環境に配慮した上で、連続した環境の保全に努める、と書いてあるんで

すが、非常にあいまいな、どこの河川に当てはめてもいけるような文言になって
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いて、飯尾川流域における具体性がないと思うんですよ。

それと、連続した環境の保全に努めるって、これ具体的にどういったことをイ

メージしてるんでしょうか。ちょっと意味が分からなかったんですが、魚類なん

かの移動のことを念頭に置いているんでしょうか。

○事務局

そうですね。上下流方向の連続といいますと、やっぱり河川が・・・。

○委員長

上下流が連続している、という意味？

○事務局

上下流の連続が一般的に重要ですよってなってますが、飯尾川では周りが田ん

ぼであるとか、たくさんの水路とかありますんで、横方向にも連続した流域一帯

の環境の保全に務める、という表現にしております。

○委員

、もうちょっと具体的に書いていただかないと、連続した環境と言っても、多分

意味が分からないと思うんです。

○委員

いいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

本文の７ページに水質のことをちょっと書いてありますね。環境基準の類型設

定はされてない。これはない場所なんでしょう、吉野川水系でもね。それはそれ

として、市が計っている、とおっしゃったんでね、市のどこが計っとんですか。

○事務局

徳島市の環境保全課です。

○委員

市の環境保全課が計っている。

○事務局

はい。

○委員

計っている回数は、年１回とか言うんじゃないんですか。
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○事務局

１回ではないんです。

○委員

何回ぐらい計っているんですか。

○事務局

ＢＯＤ７５％値と書いてます。平成１６年度の調査結果なんですけれども、年

に６回ほどです。

○委員

６回、２ヵ月に１回。だから、ある目安は得られるかも知らんけど、雨がよく

降るとか、降らないとかいうのが、ものすごく影響するところですね、この水質

で。 ですから、こういう都市河川というのは、多分、よく似た日に、何月何日

くらいに計るとかいうことであろうとは思うんですけどね、たまたまこういうふ

うな傾向が出てますけども、計る日が違えば、かなり大きく変動するんでないか

、な、と私、水質の立場から思うんですね。ものすごく水量の少ない時というのは

非常に汚い生活排水が流れてきます。

だから、がたがたして全体的に見たら、ちょっと改善されてるのかな、という

ふうには見えますけども、さあ本当はどうなんだろうかな。雨との関連で大きく

変わるんじゃないかな、という懸念を持ちますね。

年６回ということは、２ヵ月に１回ということですね。

○事務局

そうですね。この結果を見ますと、５月、７月、９月、１１月、１月、３月と

いうことで、２ヵ月ごとに計っておりまして、先生がおっしゃられたとおり、そ

の日がこの川を代表する水質かといいますと、それは飯尾川以外の河川すべてに

当てはまると思うんです。

限られたデータの中で、お示ししております。

○委員長

これ限界でしょう、実際、計れる。

○委員

余り回数計るったって無理なんですけどね。それは分かってるんだけど、計る

場所が同じ場所、１ヵ所ですね。これは飯尾川のどれぐらい、かなり上流に近い

のかね。
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○事務局

これは、流域概要編の２１ページを見ていただきたいんですが、そこの訳分橋

跡ということで、下流ですね。

○委員

下流ですか。

○事務局

はい。

○委員

じゃあ一番汚れていそうなところ、ということではあるんですね。これ素直に

読むと、大分、改善されてるのかな、という気がするんですけどね。

この水質保全に努めるとか、改善に務めるとか、よく文言が出てくるんですけ

ど、どなたか先ほどおっしゃったけど、具体的な方策で、こういうところには何

が一番いいか、公共下水路というのは、多分、なかなかできないと思いますね。

、ということを考えると、具体的な事例で合併処理浄化槽に力を入れてやるとか

何か具体的なことを言わないと、ただ改善しますとか、保全に努めますとか、い

う具体的な方策を言わんと、少しもパンチがきかんですね。

○委員長

今回、特にそう感じました。

○委員

一般論的に、どこに持っていっても言えるようなことを、抽象的なことを書い

ても、書かんのと同じです。

○委員長

しかし、書かざるを得ない。

○委員

だから、多少は具体的なこと、重点的にここはこういうことをするんですよ、

という言葉、文言をやっぱり入れたほうがいいと思いますね。

公共下水道は、２０年たっても多分、できないと思います。とすると、何がで

きるかというと、合併処理浄化槽ぐらいしか考えられんわね。

先ほど四万十川の話が出たでしょう。四万十川は、川は汚いんですよ、ものす

ごく。今、１６年で１１番です、四国でね。徳島の旧吉野川は汚いでしょう。あ

のほうが上位なんですね。
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だから、四万十川、四万十川というけど、決してきれいことない。成功した事

例も余りないですね。いろいろ四万十川方式とかいう浄化方式やってるけど、実

。ってないですね。過去１０年の平均見たら８番ですけどね。１６年は１１位です

これは、国が計ったデータで私、言ってるんです。私、ずっと前に計ったことあ

るんですけど、決してきれいことなかったですね。

そういう意味で、具体的に何をするか、という匂いが少しでも感じるようなこ

とを入れていただきたいな、という感想でございます。

以上です。

○事務局

○○先生のお話ですが、具体的にどう書けるか分かりませんけど、先ほど、先

生自身からご指摘いただいた合併浄化槽の整備に務めるとか、そういうふうな文

言はちょっと難しいと思いますので、鴨島町のほうは上流のほうでやってますの

で、そこらへんも含めて何が書けるか、ちょっと検討させていただきます。

○委員

そうですね。何か具体的な匂いだけでもちょっと、かがしてください。

○事務局

はい、分かりました。

○委員長

などとか、等とか書いておいたら、いけますね。

はい、どうぞ。

○委員

本文の１ページの下から２行目なんですけども 「流域内の産業は、徳島市中、

心部に隣接することから約６割が第三次産業従事者である 「産業は従事者であ」。

る」と、ここが何かおかしいな、と思っておりましたら、流域概要編の３１ペー

。ジの、産業構造を見てみますと、その産業構造で第三次産業が約６割なんですね

で、きょう説明していただいた説明資料の２枚目の流域の社会環境、交通・産

業のところで、２番目に「流域の約６割が第三次産業従事者」だから、ここは整

合性がないですね。

、職業の割合からで、第三次産業の従事者が６割、産業を分けて６割というのと

これはどうなってるんでしょうか。

○委員長
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今の本文の１ページが、おかしいですね。すぐ直るでしょう。

○事務局

人口構成は、という言い方なんでしょうね。ちょっと間違っております。すみ

ません。

○委員

「流域は、徳島市中心部に・・・」としていったら、一番簡単な直し方かな、

と思います。

○事務局

はい、すみません。

○委員

それから、ついでに、流域概要編の１８ページの上から５行目に、レッドデー

タブックについて、注）書きがついてるんですけども、これは欄外、線でも引い

て下へこの注）を下ろして、この表の３－２と３－３がありますが、これは出典

を下に書いてありますので、徳島県版なんていうのは除けてしまって、徳島県の

レッドデータとその基本概念とかいうようにして、こういう表を出して、表３－

３も、環境省版というんじゃなしに、環境省によるレッドデータとカテゴリーの

定義とかいうふうにして、下に出典をしっかり書いてありますので、そういうま

とめ方のほうが読みやすいかな、と思うんですけども、いかがでしょうか。

○事務局

分かりました。この注意書きを表の下へおろすと。

○委員

注）は、線でも引いて欄外に下ろして、小さく書く。小さくなっておりますか

ら。タイトルも、もうちょっと整理したほうがいいかなと思います。

○事務局

そのように修正いたします。分かりました。

○委員

以上です。

○委員

よろしいですか。

○委員長

どうぞ。
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○委員

ちょっと厳しいことを言わせていただきますけれども、環境の保全に努めると

、か書かれていても、実際には務めてない、としか考えられないような事例を時々

目にするんですね。

これは、どうしてこういうことになるのかっていうのは、私なんかにはとても

理解できないようなことなんですけれども。特に自然環境へある程度、配慮する

には知識や経験が必要だと思うんですね。

その配慮するための研修のようなことは、やられてるんでしょうか。そうしな

いと、ここに書いてあっても、じゃあどうやって配慮するのかと、まず担当者は

分からないと思うんですね。

いろんな事例集とかはありますけれども、果たしてそういうのを見てるのか。

それと、こういうふうなのは、本を読んだだけでは駄目でして、特に縦断方向、

横断方向の変化が生物にとっては重要になってくるんですけれども、それを知る

には、土手の上からとか、橋の上から見てては決して分かることではないんです

ね。

やはり担当者はできるだけ河床に下りて、実感していただくっていうことが必

要だと思うんです。

ちょっと例を述べさせていただきますと、田園環境に関しましては、土地改良

法が改正されて、環境への配慮が盛り込まれました。

それに関連して国のほうが主導したんですけれども、田んぼの生き物調査とい

うことを実施したんですね。

それは、コンサルへ丸投げしてやらすんじゃなくて、職員がやるわけです。分

野の違う方がやるので、間違いとかは当然あるんですけれども、やはり自分で採

集して、自分でできるところまで名前を調べたりする。何よりも大きいのは、生

物のいる現場を実際に体験してもらうということなんですね。

それをやられてから、博物館のほうにも調査計画とか、調査月間のヒアリング

などに見られますけれども、感覚的に分かってるのと分かってないのとでは、大

分、変わってきています。

やはり河川のほうでも、もっとそういうような研修みたいな、研修プログラム

の充実などを考えない限りは、いつまでたっても配慮できないということが起こ

るんじゃないかな、と思うんです。
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、普通、配慮というと、どうしても土木畑の方は、お金をかけて１点豪華主義で

自然石をいっぱい使ってっていうようなほうに頭がいきがちなんですね。

だけど、それはどこでもできるわけじゃないですし、予算的にもますます厳し

くなっておりますので、予算的にも工期的にも余り負担のかからないようなこと

を、もっとたくさんやっていく必要があると思うんです。

例えば、河積が決まったとしたら、その計画の河積を変えないでも凹凸をつく

るということはできますよね。

ただつくるんじゃなくて、工事前の状況を調査しておいて、その瀬渕分布に沿

って凹凸をつけてやるとかすれば、例え洪水がきて、移動砂礫帯でない限りは、

比較的維持できるようなことも、自然維持できるような工夫もできるわけです。

そういった担当者のちょっとした配慮の違いによって、効果が大きく変わって

しまうんですね。そのことをもっと知っていただきたいと思います。ちょっと飯

尾川だけというわけじゃないんですけど。

○委員長

博物館に聞きに行っとんですね。安心しました。

○委員

ほとんど終わってからです。

○委員長

終わってからですか。

○委員

あれでは、意味がない。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

ちょっと念押しのための発言ですけどね、今のお話というのは、職員にそうい

う研修する機会を与えてください、という意味なんですね。

○委員

そうですね。それを最低限やらなかったら、いつまでたってもできない。

○委員

それは、確かに飯尾川だけじゃなくて、一般的に昔の土木関係とか、今は国土

整備っていうんですか。その名前のところというのは、環境に対して配慮する、
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ということは常に使ってきとんです。

保全とか言うんですけども、実際にどういうことが環境に配慮することか、っ

ていうことを身をもって体験してない場合、そう言うてもやむを得ないですね。

今までの日本の教育は、土木でも余り教育はしてなかったように思いますね、○

○先生。このごろは違いますよ。

○委員長

いや、分野によって違います。広いですからね。

○委員

そら、いろいろあるけどね。だから、そういう意味で、職員のみならずいろい

ろボランティアとか、いろいろな関係の人に、そういう気軽に実体験させて、研

修するような機会を河川課のほうでもお考えになっておいていただいたら、理解

するのが早いであろうと、私も全くそのように思いますね。

やっぱり体験する。私は、最初は水質調査で現地へそれほど行かなかった。し

かし自ら行って、そこへ下りてやるようになると、大分違ってきますね。そうい

う意味で、実地体験というのは、非常に重要な要素だと思います。

ちょっと同じことを言いましたけど。

○委員長

しかし、しばらくは丸投げであろうが何であろうがいいから、ちょっと相談す

る必要がありますね。

○事務局

申し訳ございません。発言させていただきますと、○○先生のほうから、職員

の研修をもっと積極的にやって、本当の意味で環境ということを体感してやらな

ければ駄目だよ、ということで、お叱りと激励のご意見をいただきました。

我々そういうことについて、肝に銘じまして、私個人的な話で言いますと、実

は平成７年に建設管理課というところに勤務していた時に、一番最初に、これか

ら環境の時代なのに、どういうことをせないかんか、ということを、土木の職員

、も当然、環境について十分やっていかなければいかんじゃないか、ということで

環境配慮指針をつくろう、ということで、まだ全国でも北海道と滋賀県しかつく

ってなかったのを、○○先生も委員に入っていただいて、○○はあの時は博物館

の学芸員だったと思います。徳大へ行かれる前だったと思います。

○○先生、○○先生にいろいろ厳しいご指摘を受けながら環境配慮指針、前の
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時の配慮指針で、今は全面的に改訂されまして、あれ全部ボツになりまして、新

しくつくってるわけなんです。

私個人的には、ここに○○さんもおいでますけど、平成元年に水際公園を造っ

て以来、ずーっと新町川を守る会で河川清掃、それから吉野川清掃。大体、舟に

、乗って、日曜日は○○さんが舟を運転して、僕は時間があったらボートに乗って

１人で網ですくって、ずーっとやって、今は腕が非常に痛くなってるんですが、

水をすくうような感じになりますので、あれは。ごみをすくうのは、即ち水をす

くってるのと同じで、腕が痛くて困っているんです。

我々、若手職員に今後、どんなふうにして体感できる環境教育ができるかとい

うことを、今後、十分、検討したい。

○○先生のご意見というのは、多分、我々管理職がもう少し職員に対して、そ

ういうふうな研修プログラムをつくって、十分やらせよ、というエールのお言葉

と思いますので、今後とも一生懸命、頑張っていきますので、一つご理解のほど

をよろしくお願いいたします。

○委員長

○○本人は、よくやってますということです。

○委員

よろしいですか。

○委員長

それでは、○○委員どうぞ。

○委員

、流域の概要編の３０ページですけども、流域の社会状況、人口ですが、徳島は

何か２０１０年には、もう８０万を切るのでないか、と言われている時代に、こ

こでは人口がわずかですけど増加してるという、まあ地域特性なども見られます

ので。国勢調査が去年の１０月にありましたから、新しいデータを。

○委員長

。いや、東部は増えるんですよ、確かね。東部は増えるけど、全体は減るという

○委員

全体は減っていく。ここも増えてるっていう感じと受け取れますし。

○委員

ここの流域は、増えるんじゃないですか。
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○委員

もうひとつ新しいデータで、さらに増えてるというようなことを確認できるよ

うな、去年の国勢調査の数字でつくったらどうかな、と思います。

○委員長

ああ、去年のでね。

○委員

ちょっと、よろしいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

時間の関係で、短く申し上げます。流域編の３１ページの産業構造のところで

すけど、この一次、二次、三次というのは、これを見たらなるほどと思うんです

。けど、県全体の平均と比べて、これがどんな特色があるのか見ていただいたらね

というのは、これ第三次産業が非常に多いような、製造業においても県下で重

要、野菜も重要、何か特徴が全くございませんので、そのへんが１つ。

それともう１つ、小さいことですが、ふりがなですけどね、例えば３２ページ

に十四番、十一番、十七番札所やいうて、全部かたかなを書いてくれとんですけ

ど。一方で、２６ページの浜高房とか、２８ページの麻名用水あたりですね、県

外の人は読み方は分かりませんのでね。そういうことで何かアンバランスで、札

所なんかは皆な分かってるのに書いてあり、肝心の浜高房などは書いてない。

そんな矛盾がありますので、もうちょっと必要なところだけにして、いらんと

ころは削ったほうが読みやすいように思いました。

○委員長

最初のデータと、ふりがなの問題ですね。

○委員

はい。それを感じました。

それと、小さいことですけど、一番最後のページですけど 「似て人心を安定、

し」のところの「似て」は、人偏は要らんように思いますので 「にて」になり、

ますので。

地域との連携の２行目です。流域の最後の４０ページです。人心の安定、とい



49

第 回とくしま川づくり委員会15

うところです。よろしく。

○事務局

今、ご指摘のあったところは、修正していこうと思います。

先ほどの人口のところなんですけど、調査は最新の去年の調査があるんですけ

ど、まだ外部に出していただける状態になってないんです。で、今のところ最近

のデータということで、１６年９月のデータを付けております。

○委員

私、老年のことで計算してるんですけども、大分前にここでいただきまして使

っております。調査データはいただけます？

○事務局

分かりました。ちょっと確認してみます。

○委員長

もう、まとめてよろしいですか。

○委員

はい。

○委員長

要するに、軽易な変更でこうしろ、とかいうのがあるんですが、浸水図があり

ましたが、それを改修後にはこうやれというのは、これは差し替えますね。

あと河川グループの意見は、いずれ見直さないかんだろうというのは確かです

けど、これではもうしようがない。どうですか。私が最初に言いましたように、

大分、従来からのいきさつがあり、上下流問題があり、お金の問題もあって、と

。いうことで、全く見直すというのはこれからやるのはちょっと難しいでしょうね

どうですか。

○委員

先ほど言ってた基本データ全部洗い直して、という話だったんやね。それは、

にわかにせえと言うても難しいんかな。

○委員長

それに○○さんが口を出したらあかんよ。専門外だから。

○委員

お互いにやってください。

○委員
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だから、計画流量はいいんですよ、多分。だから確率ですね。あとで多分、１

。／１０かも分からんかった、ということになるんじゃないかと思いますね、多分

何かあとで、資料の形でそういう検証も・・・。

○委員長

間に合えば、やってもらう。

○委員

ええ、何かの形で残されとったからですか、ということぐらいで、私は、それ

以上は言いません。

○委員長

○○委員さんも、良いヒントを。

○委員

将来予測はされるという条件で・・・。

○委員長

はい。確率は変わるだろうな。

○委員

確率は、僕は１／５じゃなくて、もうちょっと１／１０ぐらいに上がるんじゃ

ないかと思いますけど。

○委員長

今、言ったご意見でまた修正しまして、あと地域住民の意見反映の手続きをや

らないかんのです。アンケートとか何とかですね。それでよろしいですね。地域

住民の意見の反映として、昨年やりましたようなアンケートを、やりたいという

ことです。

私のほうから次回の予定を言いますと、５月にアンケートを実施して、６月に

集計して、７月に次回の川づくり委員会を開催と、こういうような予定になって

いますが。

○委員

次回は７月ぐらい。７月中という意味ですか。

○委員長

そこまで書いてない。

アンケートを実施して、住民の意見を収集して、次回の委員会に出すと。それ

ぐらいを考えております。
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じゃあ、これで議事を終了して、司会を事務局にお返しいたします。どうもあ

りがとうございました。

○司会

どうも貴重なご意見、ありがとうございました。

それで、予定としまして先ほど委員長が言われました、５月にアンケートの実

施、６月に集計、７月に次回の川づくり委員会開催ということで、今回、各委員

からいただきましたご意見などを整理しまして、事務を進めてまいりたいと思い

ます。

本日の委員会全般を通じまして、何かご質問がございましたら承ります。何か

ございますでしょうか。ございませんか。

それでは、本日は長時間にわたりまして、どうもありがとうございました。こ

れで第１５回とくしま川づくり委員会を閉会したいと思います。どうもお疲れさ

までした。

○事務局

どうも、ありがとうございました。

以 上


