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○司会

定刻となりましたので、ただ今から第１６回とくしま川づくり委員会を開

催いたします。

、 、 。私 本日 司会を務めさせていただきます河川課主幹の○○でございます

よろしくお願いします。

まず、配布資料を確認させていただきます。

本日の会議資料といたしまして、５種類の資料を事前にお送りしておりま

す。

まず、１番が中央南部圏域（飯尾川）河川整備計画（案 。これは、計画）

規模の妥当性について、ということで、資料の１。

２番目といたしまして、中央南部圏域（飯尾川）河川整備計画（案 。現）

況河道の治水安全度について。

それと、３番目といたしまして、中央南部圏域（飯尾川）河川整備計画

（案 。台風２３号における河道整備効果について。これ、横版になってお）

ります。

４番目といたしまして、中央南部圏域（飯尾川）河川整備計画（案 。ア）

ンケート調査による流域住民の意見について。

それと、５番目といたしまして、中央南部圏域（飯尾川）河川整備計画

（案 。修正箇所比較表でございます。）

そして、本日、配布させていただきました資料といたしまして、本日の会

議次第、１枚ものでございます。それと配席図。３つ目といたしまして、中

央南部圏域（飯尾川）河川整備計画（案）の修正箇所比較表。これは事前に

お配りしました資料５を後日、一部修正いたしましたのを、資料５’として

机の上に置いてございます。 本日は、この資料で説明させていただきたい

と思います。これ、ございますでしょうか。新たな資料なんですが。

それと、あと４番目といたしまして、修正箇所の差し替え。以上、４つの

資料を机の上に置かさせていただいております。お手元にすべてそろってお

りますでしょうか、ご確認をお願いいたします。

それでは、会議に先立ちまして、最初に河川課長からご挨拶を申し上げま

す。

○事務局
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お早うございます。４月から河川課長を仰せつかっております○○と申し

ます。よろしくお願いします。

本日は、第１６回目になります、とくしま川づくり委員会を開催いたしま

したところ、委員の皆様方には、お暑い中、また大変お忙しい中、お集まり

をいただきまして、誠にありがとうございます。

また、皆様方には、日ごろより県の河川行政並びに各般にわたりまして、

大所高所から貴重なご提言をいただいておりますことを、合わせてお礼申し

上げたいと思います。

さて本日は、前回から引き続きまして、中央南部圏域（飯尾川）の河川整

備計画案につきまして、ご意見をいただきたいと思っております。

この飯尾川は前回もご説明をさせていただきましたけれども、平成１６年

、 ，の２３号台風におきまして 県下の浸水した面積の約２７％に当たります３

６００ｈａ余りが浸水をいたしまして、約１，３００戸余りが浸水した、と

いった県下最大の内水河川となっております。

私どもといたしましては、早期に河川整備計画を策定して、その計画に基

づきまして整備を行ってまいりたい。そして、住民の皆様方の安全、安心の

お役に立ちたいと、このように考えております。

今回は、前回いただきましたご意見とともに、６月に流域住民に対しまし

てアンケートを実施しております。その調査結果を踏まえまして、河川整備

計画案につきまして忌憚のないご意見をいただけたら、というふうに考えて

おります。どうぞ、ご審議のほど、よろしくお願いいたします。

○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

員長に進行をお願いいたします。○○委員長、お願いいたします。

○委員長

じゃあ、すぐ２の議事の（１）吉野川水系中央南部圏域（飯尾川）河川整

備計画案、補足説明について、ということ。事務局からご説明をお願いいた

します。

○事務局

河川課の係長をしております○○です。

それでは、前回の補足説明ということで、今回、資料１、２、３によりま
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して、計画規模の妥当性、それから現況河道の治水安全度について、それか

ら台風２３号における河道の整備効果について説明させていただきます。

まず、資料１になりますけども、計画規模の妥当性ということで、雨量の

確率評価、それから流量の確率評価について説明させていただきます。

、 、 、 、まず 雨量についてなんですが 現在 飯尾川の計画に用いている雨量は

明治３４年から昭和５０年までの年最大日雨量というのを用いまして、整備

計画１／５相当ということで、日雨量１９８ｍｍとしております。

それから、将来計画の１／５０、５０年規模分で２８５ｍｍとしておりま

す。 今回は、藍畑というところの雨量観測所の統計データで昭和２９年か

ら平成１６年までの５１年間を用いて、検証を行いました。

、 、雨量観測所につきましては この緑色の線が飯尾川の流域を示してまして

流域の中には藍畑国土交通省の観測所、それから鴨島、石井とあるんですけ

ども、鴨島と石井につきましては、それぞれ昭和５０年、それから昭和１５

年に廃止されておりまして、現在は藍畑だけになっております。

ということで、藍畑を対象雨量として使用しております。藍畑が欠測の場

合には、上板ですとか正法寺というのを使って検証しております。

確率計算をやりますと、１／５年規模、５年に１回の規模で大体２００ｍ

ｍ弱のところに値がまいります。それから、１／５０の雨量ということにな

りますと、３００ｍｍ弱から３５０ｍｍぐらいの雨量になります。

少しグラフの形を変えまして、１／５の規模というのは、じゃあどうだ、

というと１９０から１９５ｍｍという幅になります。それから、１／５０と

いうのは、２９１ｍｍから３５８ｍｍということで、現在、計画で使ってい

るそれぞれ１９８ｍｍ、それから２８５ｍｍというのは、おおむね妥当であ

るんじゃないか、と判断しております。

この図は、昭和２９年から平成１６年までの年最大日雨量を縦に取ったグ

ラフです。下の線が１９８ｍｍのラインで、上段が２８５ｍｍというライン

になっております。

続いて流量のほうになるんですけども、これも同じように、先ほどの藍畑

の昭和２９年から平成１６年の雨量を用いまして、各年の日雨量、それから

２日雨量の洪水を選定して、その各洪水に対して流出解析を行いまして、年

最大流量を算出しました。
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で、それを確率計算しましたところ、１／５というのは３００m/s以下ぐ3

らいところになります。１／５０というのは５３０m/sから６３０m/sあた3 3

りということで、ちょっと横に広がっております。

もう１つの表なんですけども、１／５というのは２７８m/sから２９５m/3 3

sということで、現在の３２０m/sというのは、若干大きい値いとなっており3

ます。それから、１／５０というところは、５２７m/sから６３０m/sとい3 3

うことで、現在の計画の

５３０m/sというのは、まあ１／５０の幅の中に入っている、ということに3

なっております。

このことから、将来計画の１／５０というのは、おおむね妥当である、と

判断いたしました。

それから、整備計画に用いている１／５の１、３２０m/sというのは、確3

率計算でいいますと１／６とか、１／５よりは若干、大きい値いとなってい

るんですけども、安全側ということでありますし、住民の皆様にお伝えする

上では１／５分というふうに評価をしたいと考えております。

これは、先ほどと同じように年最大流量をグラフにしたものでして、下が

１／５の３２０m/sのライン、上が１／５０分の５３０m/sのラインという3 3

ことで、５３０m/sのラインを超えたのは、この５１年間ではこの平成１６3

年の台風１６号の時に超えている、ということが分かります。

次に、資料２のほうの現況河道の治水安全度について説明させていただき

ます。 まず、現況河道ですね。今回は一次元不等流計算という方法を用い

まして、各断面の流下能力を算定いたしました。

その区間は、浜高房から角ノ瀬までの間。角ノ瀬から加減堰までの間。加

減堰から南島の間、というふうに、区間を分けて一応チェックをしておりま

す。

治水安全度検証地点位置なんですけども、この図の説明をさせていただき

ます。 まず、緑の線が流域界でございます。それから、下流の浜高房から

角ノ瀬を超えた上流までの黒い部分、これが１／５規模で改修が終わってい

る区間となっております。

それから、加減堰までの間の赤い区間。これは今後、改修が必要な区間と

いうことになっております。
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それから、加減堰から南島を過ぎて１２ｋｍ地点までのところなんですけ

ど、これはグレーになっております。これは加減堰の流下能力見合いでの改

修を暫定的に終えている区間ということになっております。

それから、分水点までの赤。それから上浦、森山というふうに、まだ改修

が必要な区間というふうにしております。

各断面の流下能力を図にしたものが、この図になります。下に距離を示し

ていまして、浜高房から上流に向かって角ノ瀬、加減堰、南島、分水点とい

うふうに一応、距離で横軸を示しております。縦軸は、その各断面における

流下能力をトン数で示したものでございます。

それから、この黒い線、一番上にある黒い線が計画高水流量が１／５０規

模の場合の流量を示しております。

それから、赤い線。これが整備計画であります１／５規模の計画流量を示

しております。

それから、一番下の青い線。これが１／１．１という規模の計画高水流量

を示しておりまして、それぞれの線に届いてないところというのは、それだ

けの流量が足りない、ということになっておりまして、各断面、浜高房から

角ノ瀬の間では、最小の流下能力が１０１m/sで、現在の治水安全度として3

は１／１．３程度ですと。

それから、角ノ瀬については９７m/sしかなくて、１／１．３程度です、3

というようなことを表にしております。

このことから飯尾川につきましては、ほぼ１年に１回氾濫が起こるという

ような能力しかないということが分かります。

次に、資料３の台風２３号における河道の整備効果について説明させてい

ただきます。

まず、台風２３号、平成１６年１０月１９日から２０日にかけての台風な

んですけども、その時の藍畑における実測雨量を用いて解析を行いました。

それが、この雨量になります。

河道改修は、どういう状況にしていたかといいますと、まず改修前という

ことで昭和５０年当時の河道を設定しております。

それと、改修後ということで、現在の整備計画、１／５規模での改修が終

わったもの、というので、この２つを計算して図にしております。
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この図は、上が５０年当時の河道の時に平成１６年、台風２３号の雨が降

。 。った場合の浸水図です 下が１／５での改修を終えた時の浸水図になります

浸水区域がかなり減っているのが、分かるかと思います。

先ほどの５０年当時の浸水深から、１／５の整備ができた時の水深を引い

たのが、この図になります。

赤い色のところが５０ｃｍ以上、水深の差がある、というところで、大幅

な改善がされるであろう、というところになります。

下流部につきましても、現況は５０年当時とあまり変わらないと。幾らか

効果があるような感じになっております。

次に、じゃあどこから浸水が始まるのか、というのを時系列によって図に

しております。

お手元の資料では、２０日の４時ごろから２１日の７時まで、というのを

１時間おきに５０年当時の河道の状況。

それから、全川整備計画河道完成ということで、並べて見比べられるよう

にしておりますが、ちょっと細かくて見にくくて申し訳ないんですけども。

パワーポイントの正面のほうでは、２０日の２時、それから１２時、とい

うふうに３時間おきにちょっとやっております。

大きな雨が降り出したのがお昼ごろということで、１２時ぐらいに若干、

浸水が始まっている、というのが分かります。３時ぐらいになると、もう全

域で浸水していると。６時は同じように浸水していますが、ピークであろう

時間帯につきましても、５０年当時の浸水の広がりと、全川整備ができた時

の広がりでは、幾らか効果がある、というのが見て分かると思います。

で、２１時、０時というふうに進めてまいりますと、５０年当時のほうで

は、まだ下流のほうにも大きな浸水エリアが残っておりますが、完成したも

のになりますと、割りと水の引きが早くて、浸水エリアが減ってきている、

というのが分かります、というような感じになります。

ということで、説明を終わります。

○委員長

どうもありがとうございました。じゃあ今、補足説明のご報告がありまし

たけど、何かご意見がございましたら、発言をお願いいたします。

○委員
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はい。

○委員長

どうぞ。

○委員

資料２の３ページの各地点の流下能力に関係することをちょっと教えてい

ただきたいんですけど。

この図の解釈の仕方ですけど、例えば５年に１回の確率のやつですね、赤

い線。これが完成しますと流下能力がこれになる、ということで、川のほう

はそうなんですけども、例えば、これが完成したから、この場所では氾濫し

ているかしてないか、は関係ないんですね。

例えば、２３号の内水がありましたね。あれも５年で改修したら、これだ

け氾濫域が減ります、というのとこれとは対応しないはずですね。

○事務局

、 、台風２３号の雨は 流量でいいますと１／５０相当の雨が降ってますので

１／５の河道改修を終えても氾濫はしてしまうということになって、ああい

うふうな図に、氾濫したようになっております。

○委員

あの時は、５０年に１回ぐらいの大洪水だったわけですね。それが５年に

１回の河川整備が完成すると、これだけ内水被害が低減すると、そういうこ

とですね、あれは。

○事務局

はい。

○委員

３ページの図というのは、５年に１回、河道計画これだけ流下能力が上が

りますと。上がったからといって、例えば５年に１回の洪水で川から氾濫す

、 。 。るところがあるのか ないのか そのへんのところを知りたいんですけどね

○事務局

１／５でできますと、１／５の分は氾濫しなくなると。

○委員

だから、浸水被害はない、と考えていいんですか。

○事務局
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はい。ただし、吉野川本川の水位の影響を受けない時であります。

○委員長

ちなみに吉野川の洪水の時に、排水ポンプが動きますね。排水ポンプの能

力というのは、どのぐらいですか。

○事務局

下流が今現在、造っているのが２０m/s、角ノ瀬が２０m/sですね。3 3

○委員長

合計は？

○事務局

上流が４０m/sの６０m/sです。だから締め切った場合は河道が出来ても、3 3

氾濫することもあります。下流が流れない、締め切った場合は流下能力があ

っても吐けないということはあります。

○委員長

分かりました。しかし、やっておかないと、やっぱり。川というものは、

１００年計画で少しずつやるものですから。

外にご質問ございませんか。

○委員

すごい初歩的な質問と思いますが、資料２の１ページの、治水安全度とい

うのがありますが、これのさっき説明していただいたんですが、定義といい

ますか、何を何で割っているんでしょうか。もう１回すみませんが。

例えば、その表でいうと区間の浜高房のところで最小流下能力が１０１m/3

sですよね。治水安全度が１／１．３となってますよね。この１０１m/sは何3

かの数字なんでしょうね。

○事務局

資料の５ページを見ていただいたらいいんですけど、これが浜高房の流量

をグラフにしたものです。最小流下能力１０１m/sということですので、１3

０１m/sのところで確率のほうを見てみますと、見て１．３ぐらいのところ3

なんですけども。

、 、 。横軸に流量をとりまして 右側の縦に 確率評価をした年数を入れてます

で、

１０１m/sというのが大体１．３ぐらいかな、というところで評価をしてま3
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す。

○委員

というのは、これは定義はないんですか。安全度が数値で出てるというこ

とは、何か定義があるような気がするんですが。今の図では、こうして出し

ました、というのは分かるんですけど。

どうしてこういう質問をしたかというと、もっと根底にあるのは、この整

備計画案、これ住民の方々に説明する時に、この資料で十分理解してもらえ

るかな、というのが根底にありまして、もうちょっと書いてあることを、き

ちっと分かるように補足説明なんかしていただいたほうがいいかな、という

のがありまして、質問させてもらいました。

１／１．３というのも、さっき１年少しで１回洪水が起こるとか、何かそ

んなことを言ったような気がするんですが、それでよろしいんですか。この

１．３の意味は。

○委員

。 。 。治水安全度のところにカッコがありますね これが定義です 確率年です

○委員

ああ、なるほど。

○委員

厳密に言えば、超過確率の逆数を確率年というわけです。

○委員長

事務局、一般に説明する時に、確率紙のプロットの方法をまず言って、そ

こから引いたものですと、それから始めたほうがいいですね。

○事務局

はい。

○委員

だから、この５ページで言えば、右側のほうですね。安全度、確率年とい

うのが右側の目盛ですね。左を見ると何か分からない。右側の目盛ですね。

○委員

１００マイナスパーセント分の１。

○委員

私の質問は以上です。だから対応をよろしくお願いします。
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○委員長

外にございませんね。

じゃあ、今出ましたご意見とご質問。ご意見のほうは、委員会の意見とい

たしたいと思います。

、 （ ） （ ） （ ）。次に 議事の ２ 吉野川水系中央南部圏域 飯尾川 河川整備計画 案

アンケート調査による流域住民の意見について。事務局からご説明をお願い

します。

○事務局

続きまして、河川整備計画（案 。飯尾川の川づくりの流域住民に関する）

アンケート調査による地域住民の意見について説明をさせていただきます。

まず、お手元に事前にお送りしました、飯尾川の川づくり、と題しました

パンフレットのほうを見ていただけますでしょうか。

、 、これまでと同様に 整備計画の地域住民の方の意見の反映につきましては

このようなパンフレットとアンケートを用いまして、この中から住民の方の

意見をいただいて、整備計画に反映させることにしております。

まず、１枚目には、航空写真を載せていまして、飯尾川の全体、低平地を

流れる河川であることが一目で分かっていただけるかと思います。

下のほうには、飯尾川の概要ということで、流域ですとか、国道、ＪＲ線

なんかを一応、入れております。

次に、開いていただきまして、飯尾川は非常に長い河川整備をやっており

ますので、左側のほうには過去の主な浸水被害でありますとか、右側には、

これまで県とか国土交通省のほうが行ってきました治水事業の沿革なんか

を、経年変化で分かるようにしております。

もう一度、開いていただきまして、まず真ん中のほうには、先ほども説明

がありましたが、飯尾川の現在の整備状況ということで、川に沿って黒い線

が既に整備ずみのところ。赤いところが今後、改修する範囲。灰色のところ

が加減堰の流下能力見合いの改修ずみ範囲ということで、この絵をもちまし

て、地域住民の方には、現在の飯尾川の整備状況なんかが分かっていただけ

るものと考えております。

、 、 、また一番左端のページには 今回の整備計画の目標である ということで

将来計画としては５０年に１回程度発生する洪水を安全に流下させる計画を
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持っておるんですが、多大な費用と、整備には非常に期間がかかる、という

ことで、おおよそ２０年間で実施可能な整備としましては、５年に１回程度

発生する洪水を安全に流下させる計画ですよ、ということを、うたっており

ます。

、 、 、あとにつきましては 現在の飯尾川が持ちます治水でありますとか 利水

環境の現状と課題、また整備計画における目標なんかを、文字と写真なんか

で、イラストなんかで、できるだけ分かりやすくしたつもりで、このパンフ

レットともう１つアンケートをもちまして、地域住民の方に飯尾川に関する

川づくりに対しまして、アンケートをいただきました。

そのアンケートなんですが、平成１８年６月１７日から６月３０日にかけ

まして、今回は、徳島新聞販売店の配送システムというものを利用いたしま

して、飯尾川流域の３，９８５世帯、徳島市西部に１，５８７世帯、石井町

に１，０９８世帯、吉野川市鴨島町１，３００世帯に配布いたしまして、徳

島市からは２８７、石井町からは３０１、吉野川市から３２８、不明が１４

ということで、９３０人の方から回答をいただきました。回収率は、おおよ

そ２３％でありました。

ここから、アンケートの調査結果について、説明させていただきます。

まず、アンケート回答者の属性ですが、性別では男性が６７％、女性が２

９％と、ちょっと男性のほうが多くなっております。

回答者の年齢につきましても、６０代以上の方が５６％と、これまで行っ

てきましたアンケート調査と同様に、多く高齢者の方からご意見をいただい

ております。 また、飯尾川につきましては、上、下流のバランスというこ

とで、徳島市、石井町、吉野川市からはそれぞれ３０％台で、地区別につき

ましては、ほぼ均等に回答をいただいております。

また、回答者の職業につきましては、その他が約２６％と少し多いんです

が、その外の職業につきましては、ほぼ均等な割合で回答をいただいており

ます。

、 「 、 、続きまして 問１の 平成１６年の台風２３号で あなたの家屋や住宅は

どのような浸水被害にあわれましたか」という質問に対しましては、床上浸

水が３％、床下浸水が１５％、浸水被害はないが周辺は浸水していたという

のが５６％で、計７６％の方が２３号におきましては、何らかの浸水の影響
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があった、ということで、浸水の大きさが伺えます。

次に 「現在の飯尾川は、水害に対して安全と思いますか」という問いに、

対しましては、少し危険であるが３８％、かなり危険であるが３７％、合わ

せますと、約７５％ということで、約４人のうち３人の方が、飯尾川は水害

に対して危険であるという認識を持っておりますので、早期の改修が必要で

はないか、と考えております。

次に、問３ 「飯尾川では上流部の整備が進むことによって、下流域の内。

水被害を増大させることのないよう上下流の整備バランスを考慮し、段階的

に整備を進めていく必要があります。この段階的に整備を進めていく方法に

ついて、どのように思いますか」という問いに対しましては、これも８２％

、 、 、 、 、の方が すごくよいです とか まあよい と回答いただいておりますので

通常、下流から行う河川整備ですが、飯尾川につきましては、この段階的整

備につきまして、おおむね了解をいただいておるのかな、というふうに理解

しております。

しかし、８％の方が分からないという回答をいただいておりますので、今

後この分からない、というところを私どもが重々、説明していく必要がある

のでは、と考えております。

次に、問４ 「飯尾川の洪水対策として、工事以外でどのような対策をお。

望みですか」という問いに対しましては、約４１％の方が水位情報等の提示

ということでして、これまで情報がうまく伝わっていなかったのと、情報が

出ていなかったということで、水位情報等の提示が求められていることが分

かります。

、 、「 、次に 問５は利水に関してですが 現在の農業用水等の水利用について

どのように感じていますか」という問いに対しましては、約３７％の方が、

分からないという回答をいただいております。

これは、恐らく農業用水を利用されていないからだと考えられますが、農

業用水を利用されている方では、３６％の方が満足されており、若干、不満

を上回る形で農業用水の利用をされていることが分かります。

次に、問６ 「今後の水利用について、どのようなことをお望みですか」。

という問いに対しましては、３５％の方が、水質が悪化しない流量の確保、

ということで多くの意見をいただいておりまして、また後ほど自由意見のほ
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うでも説明いたしますが、飯尾川の水を農業用水として利用するのに若干、

抵抗があるような方が、農家の方ではおられるような感じがいたします。

次に、問７の「現在の河川環境について、どのように感じていますか」と

いう問いに対しましては、少し不満であるが３３％、かなり不満であるが３

３％、計６６％、３人のうち２人の方が現在の飯尾川の河川環境に対しては

不満である、ということが伺えます。

、 、これにつきましては 後の整備計画の本文のほうにつきまして反映したい

というところです。

次、問８ 「今後の河川環境について、どのようなことをお望みですか」。

という問いに対しましては、まず３８％の方が動植物の環境を保全して欲し

いですとか、あと３５％の方が水質を改善して欲しい、ということで、水質

と動植物に対して、飯尾川の河川環境を懸念しておられる方が多いかと思い

ます。

次に、問９の「川を管理する中で、河川管理者に対してどのようなことを

お望みですか」という問いに対しましては、約３４％の方が不法投棄されな

いように管理してほしい、ということで、飯尾川は身近な川である半面、不

法投棄をされやすい川であるので、河川管理者に対しては、しっかり管理を

してほしい、というような回答かと思います。

次、問１０に関しまして 「今後の川づくりは、皆様との連携が重要にな、

ります。

どのような活動・イベントに積極的に参加したいと思いますか」の問いに対

しましては、３２％の方がごみ拾い、３３％の方が水質浄化ということで、

ごみ拾い及び水質なんかの取り組みを、県がリーダーシップを取ることによ

って、参加していただけるのかな、というふうに考えております。

最後に問１１で、飯尾川の川づくりについて自由意見を書いていただきま

した。その中で、主に分類をしてみますと、治水についての自由意見が約２

５％、水質についての意見が１８％、動植物についてが１１％、浸水につい

ての意見が１３％というふうな割合になっております。

また、自由意見については、後ほど詳しく説明いたします。

続きまして、飯尾川は先ほど申しましたように、上下流のバランスが非常

に大事ということで、先ほどのアンケート結果をもちまして、地域別、吉野
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川市、石井町、徳島市、この３地区をもちましてクロス集計を行いました。

まず、問１をクロス集計してみますと、徳島市では浸水被害の影響はなか

った、というのが２１％ということで少なく、逆に吉野川市の上流に行くに

従って、浸水被害の影響はなかった、という回答が多くなっておりますが、

直接浸水の影響、床上浸水ですとか、床下浸水になりますと、下流域の徳島

市よりも吉野川市のほうが多く、直接浸水の被害を受けておる、というのが

多いということが分かっていただけるかと思います。

次に、問２に対しましてクロス集計を行いましたところ、徳島市につきま

しては、かなり危険であるというのが３０％、少し危険であるが４０％であ

るのに対しまして、吉野川市なんかは、かなり危険であるが４４％、少し危

険であるというのが

３７％ということで、吉野川市につきましては、整備のほうがまだ未改修の

ところが多くあるため、かなり危険であるというふうに考えておられる方が

多いことが分かります。

次に、段階的整備につきましてクロス集計を行いました。これにつきまし

、 、 、 、 、ては 徳島市 石井町 吉野川市ともに ほぼおよそ同じ割合ということで

段階的整備、通常は下流から行う河川整備を、段階的に３ヵ所から整備を行

うことについては、おおむね徳島市、石井町、吉野川市、共に理解をいただ

いておる、というふうに考えております。

次に、問４につきまして、工事以外の対策につきまして、地区別のクロス

集計を見てみますと、徳島市におきましては、水位情報等の提示が多くなっ

ておりまして、逆に吉野川市のほうでは、水防活動等、協力体制の強化のほ

うが若干、割合が高くなっております。

これを見てみますと、徳島市なんかは吉野川の水位が高くなった時に浸水

被害を受けますが、その時には水位情報を与えていただければ逃げて行く、

逃げていただけると。逆に吉野川市さんに対しては、河川沿いの方には水防

活動等の協力体制を強化していく必要がある、ということが分かります。

次に、利水につきましてクロス集計を行いました。利水につきましても、

ほぼ同じ割合になっておりますので、地区によって農業用水の利用に変化が

ないことが分かっていただけると思います。

、 。 、 、次 問６ 今後の水利用につきまして クロス集計の結果を見てみますと
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吉野川市の水質が悪化しないような流量の確保というのが３０％であるのに

対しまして、徳島市、石井町につきましては、それぞれ３６％、４１％とい

うことで、下流域に行くに従いまして、水質について懸念されている方が多

いのかな、ということが分かるかと思います。

次に、問７。現在の河川環境についてのクロス集計を見てみますと、これ

につきましても、それぞれ同じような河川環境ということで、それぞれ同じ

ような割合になっております。

次、問８。今後の河川環境につきましては、徳島市なんかは水質を改善し

てほしい、という割合が多いのに対しまして、吉野川市のほうでは逆に動植

物、ホタルですとかを見れるようにしてほしい、とかいうような割合が高く

なっております。

次に、もう１つ別のクロス集計ということで、直接床上浸水ですとか、床

下浸水を受けた、直接浸水被害を受けた方。あと直接床上浸水とか床下浸水

はしてないんですが、周辺は浸水して出歩けなかったり、何らかの影響を受

けたか、ということで浸水の影響を受けた方。それと、全く浸水の影響を受

けなかった方、という３つに分けましてクロス集計を行いました。

この中で、直接浸水被害を受けた方がかなり危険であるというのが５０％

に対しまして、浸水の影響を受けていない方は２８％と少なくなっておりま

すが、浸水の影響を直接受けていない方でも、危険である、かなり危険であ

る、少し危険である、を合わせますと６４％ということで、影響を受けてな

い方でも危険という意識を持っておられることが分かります。

次に、段階的整備につきまして、影響を受けた方、受けてない方のクロス

集計を見てみますと、これにつきましては、影響を受けた、影響を受けてい

ないにかかわらず、ほぼ同じ割合になっておりますので、段階的整備につき

ましては、浸水被害の影響はあまり関係ないことが分かります。

次に、工事以外の対策ということで、直接被害を受けた方と、受けてない

方につきましても、ほぼ同じような割合になっておりますので、水位情報等

の提示が非常にこの中では重要である、ということが分かります。

次に、河川管理者への維持・管理に関する問いで、河川管理者に対しまし

ては、浸水被害を受けた方は、河床の土砂の掘削というところが若干多い割

合を示しておるのに対しまして、浸水の影響を受けてない方は不法投棄され
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ないように管理してほしい、というところで、若干、浸水の影響があった、

なかったで、維持・管理に関する項目が変わってきております。

イベント参加の状況なんかを見てみますと、これにつきましては、浸水被

害を受けた方なんかは、それぞれ河川敷の草刈り活動ですとか、ごみ拾い、

、 、水質浄化なんかが多くなっておりまして 影響を受けていない方については

草刈りなんかが少ないということで、このあたりは川の近傍に住まれている

方と、住まれていない方の意識の違いなんかが分かるかと思います。

最後に、今回、主な自由意見についていただきましたので、その自由意見

について説明をさせていただきたいと思います。

資料４の後ろのほうに、今回いただきました自由意見の一覧を付けており

ます。その中で特に多かった意見なんかを、説明させていただきたいと思い

ます。

まず、治水に関する自由意見でありますが、治水に対して書かれました意

見は、全部で２１３人ありました。

まず、多くの方が早期に対策検討をしてほしい、との意見でありました。

その傾向は、下流の徳島市に対しまして、上流の石井町、吉野川市に行くに

したがって、早期に対策をしてほしい、という意見が多く見られました。

また、下流の徳島市の意見では、徳島環状線の工事によって流出が早くな

、 、るのを非常に心配されている方ですとか 吉野川の本川の水位が上がる前に

できるだけ飯尾川の水を早く排水してほしい、等の意見をいただきました。

一方、上流の石井町に行きますと、加減堰を撤去してほしい、という意見

が多く見られるとともに、吉野川市なんかでは、麻名用水堰の撤去でありま

すとか、昔の遊水池に新しく建てる家が土地を上げて建てるものですから、

昔は浸水被害がなかった土地が、今となってはつかるようになったので、土

地利用規制なんかに関する意見なんかもありました。

次に、環境に関する自由意見ですが、環境に関する自由意見は、約４３０

、 、 、人の方からご意見をいただき その意見は 主に水質の改善でありますとか

動植物、浸水、また、ごみ問題に分類できます。

特に水質の改善に関する意見が多く、６０代以上の方から今回、アンケー

トのご回答を多くいただきましたので、飯尾川は昔の懐かしい川であり、よ

く泳いだ。でありますとか、ホタルが昔は見えていた。シジミなんかを取っ
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て昔はよく食べた、との意見をいただきました。

地区別に見てみますと、徳島市や石井町なんかでは、工場排水や牛舎など

の排水が、そのままたれ流し状態になっているので、その水質をどうにかし

てほしい、という意見が多くありました。

逆に吉野川市のほうに行きますと、ホタルですね。今、吉野川市の最上流

のほうではホタルなんかが見えますので、ホタルに関する意見が多く書かれ

てありました。 また、飯尾川の環境で良いというところはあまりないんで

すけども、その中で書かれていただいたのは、飯尾川の蛇行と柳の木は今で

も絶景ですとか、渡り鳥が多く飛来し、変わった鳥類が見られるのが良い、

などと飯尾川の環境について良いと思われるところについても、意見をいた

だきました。

次に利水に関する自由意見ですが、利水に関する自由意見を書かれた方は

２９名おりまして、そのほとんどが水量、水質のことでありました。

特に５月から９月は飯尾川堰でせき止め、取水をしているため、１年中こ

の水位を確保して水質を良くしてほしいとか、現在の飯尾川の水を、そのま

ま野菜づくりに使うことは、将来、公害が発生するのではないか、と懸念さ

れる方なんかもおりました。

次に、維持・管理に関する自由意見につきましては、ごみの不法投棄に関

する維持・管理の意見が多く見られました。

続きまして、河床の土砂掘削ですとか、草刈りに関しての意見が多く見ら

れております。

地域別に自由意見を見てみますと、下流において、ごみの不法投棄につい

ての意見が非常に多く見られる傾向にあり、上流においては、河床の土砂の

掘削や草刈りについての意見が多く見られるようになっております。

最後に、その他に関する自由意見としましては、護岸勾配が急であります

ので、ガードレールを設置してほしいですとか、土地利用の規制に関する必

、 、要性について あとまた樋門の操作等の運用をきちんとしてほしいですとか

そのあたりの自由意見をいただく格好となりました。

、 、 、今回 アンケート調査を通しまして 治水に関しても早期の対策が必要な

ということを自由意見の中に多くいただきますとともに、段階的な整備につ

きましても、地域住民の方には、ある程度ご理解いただけるもの、というこ
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とが分かりましたが、環境のほうにつきましては、私どもが考えている以上

に、地域住民の方は深刻に考えておられるというような結果になったかと思

います。

アンケート調査については、以上です。

○委員長

ありがとうございました。

どなたからでも、ご意見をお願いいたします。どうぞ。

○委員

幾つかありますけど、まず、パンフレットの開いた右端の環境の項目に入

っているところなんですけど、一番下の歴史的土木工法の保全というのは、

工事技術を保全するという意味なんですか。歴史的工法で造られた建造物を

保全するという意味ですか。

○事務局

これは、既に設置されておる箇所がありますので、その部分について残し

たいと。工法が用いられている箇所ですね。

○委員

保全より、保存がいいんじゃないですか。

○事務局

はい。

○委員

それから、裏のページの、河川の機能・役割の維持の中の文章の一番上、

河床に溜まった土砂や植生は、環境に配慮しながら除去や伐採を行います。

、 、 、の植生を伐採する というのは何か違和感がありますので 除去を行います

でいいと思います。

それから、もう１つ。その同じ欄の４つ目の項目。動植物の生息・生育地

として重要な区域の保全に努めます。と書いてくださってますが、これ具体

的にターゲットとなる地域というのがありますか。

○事務局

今回、アンケートして分かったんですが、柳ですかね、そのへんなんかを

今後、まだきちんと設定みたいなものは、できてないんですが、今後、設定

できるように努力したいと思っております。
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○委員

保全目標として、地図に書き込めます？

○事務局

地図にですか。

○委員

そう。

○事務局

、 、 。今の段階では ちょっと返事に困るんですが できるだけそういうふうに

○委員

せっかくデータもあって、あと、この前見せていただいた計画の、資料の

ほうにも貴重種の分布ってかなりあるみたいなので、貴重種分布そのものを

あげにくいと思いますけど、どういう場所を積極的に保全していこうとする

のか、っていう姿勢を示していただければいいな、と思います。あの柳のと

ころ、私も素晴らしいと思います。

○委員長

私も気が付いてるんですが、もうすでにできてしまってるね。

○委員

これはもう全部、できちゃってるやつ。

○事務局

これは、もうできています。

○委員

直せんの、今から。

○事務局

はい。

○委員

ああ、そうなの。

○事務局

はい。

○委員

外のアンケートのほうの最後のほうの自由意見で、遊水池であったところ

に宅地ができて、そこが逆に盛土されて盛り上がることによって、別のとこ
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ろに水が行っちゃう、というような話が出ましたね。

ここは５年に１回までしか改善できないので、いずれにしても溢れるんで

すよね。それを前提にした遊水池を積極的に、ここは遊水池として使ってい

くよとか、そんなふうな政策は展開できないんですか。

この前、少し聞きましたけども、何かそういう工事費を、ずーっとハード

面というか、堤防を造っていくのじゃなくて、今、国なんかも遊水池政策の

ほうに変わってきているところもあると思うんですけれども、こういうべた

べたのところは、遊水池のほうである程度、緩和するというような方針に、

これからの２０余年間、変わっていくようなこともあり得ると思うんですけ

れども、ここに建てたらあかんよとか、土地規制はできないかも知れません

けれども、何らかの水管理というか、遊水池的な政策というのは、あり得な

いものですか。

○事務局

遊水池を設けるというのは、今の制度としては河川の中にあるんですけど

も、この飯尾川でどうだ、というと、ちょっと難しいように思います。

で、都市計画上も制限というわけにもなかなかいけないと思いますので、

河川サイドとしては１６号の、例えば浸水痕跡マップですとか、そういった

感じで、ここはつかりますよ、というような情報発信はしていきたいと思っ

ております。

○事務局

。 。 、すみません ちょっと補足ですけど 川の中だけで治水対策を考えるのは

将来的にいいのか、という議論は当然あってしかるべきだと思っております

し、そういった河川以外のところで、いろんな規制をかけていくということ

については、河川管理者だけでは、なかなかできない面がありますので、そ

のへんは市町村とタイアップして、例えばここはこういう過去に浸水したと

ころですよ、ということをちゃんと知っていただいて、そういった浸水マッ

プを出していくとか、現地のほうで、過去にここはこのくらいの深さまで水

につかったんですよとか、そういったことを周知していく。そういった努力

でもって、まずは取り組んでいきたいな、というふうに考えております。

○委員

ありがとうございます。ここは、水によくつかりますよ、っていうことを



21

第 回とくしま川づくり委員会16

示すのは、すごく大事だと思います。

が、じゃあ、ここ水につかるんやったら盛土しようかってなったら、今度

はまた違うところが水につかりますよという、そこの土地改変することによ

って、外にどういう影響が及ぶのかっていうことについても十分、知ってい

ただいて、住民の中で合意形成ができるような、そういうことを支援するよ

うな役割を果たしていただければ、いいんじゃないかなと思います。

○委員

土地利用規制するというのは、多分、都市計画法ぐらいしか網立てするも

のはないのかな、という気がするんですが、１つは、これまで質問の４のと

ころにも土地利用の規制、という回答が出ていたので、今までそういった河

川行政で、そういった土地利用規制ができてきたのかどうか。

今、○○先生が言われたことは、多分、昭和４０年代に大阪の大東水害訴

訟で起きた問題かと思うんですね。

要するに、どんどんスプロールで住宅地が広がったところで、全然、行政

側が網掛けしなかったものですから、家をかさ上げして、新しくできた家が

水につからずに、早くから新築していた家が水につかって、これ最高裁まで

行った訴訟です。

結局は住民が訴訟を起こして、最終的には住民が敗訴になったかと思いま

すが、その代わりに都市計画法が割と規制が強くなって、内水災害に対する

国の、行政側の取り組みが、結構それから強くなった。画期的な多分、水害

訴訟だったと思います。

先ほど、そこの計画案をちょっと見てたら、人口は増えてますし、世帯数

も増えてるということで、そういった土地利用の規制は難しくても、さっき

回答にあったような形でするのもいいんですが、これ非常に難しくて、土地

売買の規制にそれが沈在化してしまう。

ですから、都市計画法というのは、基本的に水害地域における土地利用規

制をするためのものではないんですが、今、規制緩和の一環として、都市計

画を全部やめてしまう。例えば、高松市はそう考えていますね。高松市は、

もう網掛けをやめてしまって、どこでも家を建てられる。それは、いってみ

れば地域の活性化、経済的な活性化をもたらすんですが、逆に言うと、より

徳島の場合だったら、そういう大きな問題が生じかねない。
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、 、 、 、ですから ある程度 例えば そういった都市計画を見直すべき場合には

こういった水害の問題とか、スプロールの問題を十分に考えてもらわないと

いけないかなと。やっぱり県としては、そういう行政指導はしていただきた

いと思います。

そういう点では、建設課ですとか、都市計画課とか、そういったところと

十分にタイアップした形での行政指導ができるのは県だと思いますので、そ

のへんをぜひお願いしたいなと。

私、以西用水でちょっと、あのへんでヒアリングで回ったことがあるんで

すが、そうするとどんどん住宅地が広がっていくんですが、ちょっと雨が降

ると、水につかります。

それはなぜかというと、新興住宅地は、どうしても農家の人が手放すのは

フケ田を手放すわけです。要するに、水につかる土地を最初に手放して、そ

こが住宅地化されていくんです。

そうすると、なおさらそういった水害にあいやすい状況になってきますの

で。ですから、ある程度、網がかかる都市計画区域法というのは、その点で

は有効ですので、簡単にそれを解除してしまうと、より水害にあう家が多く

なってしまいますので、そのへんは行政指導を慎重にお願いしたいな、と思

っております。

○委員長

これ、私が前回、申し上げたやつです。

○委員

ああ、そうですか。私、前回、休んだんですみません。

○委員長

。 、 。コンパクトシティー 都市計画と要するに結ばんと駄目よ という話でね

まあ１００年かかりますけど。これ山岡さんの部類ですけどね、村上君の実

家が、周りがどんどん地上げして建てていって、自分のところがつかるよう

になったと言ってますが、新築する時に、なるべくつからないように建てば

いいんだけど、近所を考えると、どうも具合が悪いと。

だからコンパクトシティー、一斉に上げりゃいいんだろうと。

○委員

高松は大きな川がないので、解除してもそんなに大きな問題はないと思う
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んですが。やっぱり吉野川流域というのは、昔から水害が多いですので。

○委員長

この会議やってみて、びっくりしました。１．３年分の１。

○委員

これも土地の売買に影響が出てしまうんですけど、ある程度、ここは土地

に家を建てないような調整区域として残していくとか、そういう取り組みが

必要になってくるんだろうな、と思いますね。

○委員長

神社とか大地主の家を見ておったら、つからない。

○委員

やっぱり水につかるのは新興住宅地ですね。

○委員長

安いから住む。

○委員

だから、家を建てる時は考えないといけない。

○委員

いいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

水質に関する関心が非常に高いというのが、アンケートでよく分かったん

ですけどね。それと、このパンフレットの一番終わりのほうですか、環境の

ところで現状と課題というのがありますね。その下に環境の目標というのが

ありますね。

で、水質の改善というところで、水質は１０年前に比べると改善されてき

ています、とありますね。だから、これはどういうことをやったから改善し

てきたのか、ということを考えないと、書きっぱなしではよく分からないで

すね。

それから、もう１つ、環境の目標で水質の改善と保全というところで、水

、 。質の調査を継続的に行い 関係機関と連携して水質の改善・保全に努めます

これは結構なことなんですが、ある程度、先ほどのことと同じように、具体
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性のある提言というかね。

ここには、もう書けないかも知れませんけども、計画を立てる時に、河川

の改修工事をやる時には、水質を改善するためには、こういう配慮をした工

事をするとか、何か過去の実績を見て、１０年前と比べて良くなったという

のは、何によって良くなったかということを十分解析して、一番重要な要因

を取り出して、それをずっと継続するというようなことを、もう少し具体的

な言葉で書いたらいいかと思います。 それから、関係機関と連携して云々

という言葉は、これは常套文句でいつも出てくるんですけど、どこが主体性

をもってきっちりやるか、というのが、いつも分かりにくくなるんですね。

だから、そういう意味で、縦割りじゃなしに、横のつながりを密にしない

と、ちょっと解決しない問題じゃないかな、というふうな気がしますので、

まさに関係機関と十分意見の疎通を図って、工事を進めるという配慮をして

いただきたい、そういうふうに思います。以上です。

○委員長

どうなんですか。なぜ水質が良くなったんですか。

○事務局

確実に検証されたわけではないんですが、恐らく浄化槽関係が、いわゆる

合併浄化槽にだんだん切り替わってきたという部分もあるでしょうし、それ

から吉野川市のほうで下水道事業がだいぶん進みまして、そういったいわゆ

、 。る家庭排水関係の整備が進んだのが１つ原因かな というふうに思われます

数値としては、確かに良くなっているということなので、完全にそれがど

、 、 、ういう原因か というのはなかなか分析はされていませんが ただ流域には

それ以外に工場とか畜産等もありますので、そのへん水質が一挙になかなか

良くならないんで、地道な努力が必要かな、というふうに思っております。

○委員

一般に、例えば徳島市のベッドタウン的な要素がありますよね、石井町に

したって、吉野川市にしたって。だから、人口とか住宅は増える傾向にある

んでしょう。そうすると生活排水がたくさん排出されて、汚くなる傾向が放

っておけばあるわけですね。

それが良くなっている、ということであれば、今おっしゃったように合併

処理浄化槽とか、あるいは公共下水道の普及とか、これは当然、一番大きな
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ものだと思うんですが、そういうことの外に、何か水質を良くするような要

因がないんでしょうか、ということを本当は知りたいんですね。それも公共

下水道の拡充は、なかなか遅々として進んでおらんわねえ。

だから、ウェートとして、合併処理浄化槽の普及がどんどん進めば、もっ

と良くなるのかとか、あるいは畜産関係とか、排水規制とかを厳しくすれば

良くなるのか、ある程度、一番大きそうな要因を検証して、そしてそれを対

策に取り込んでいったら、より効果的じゃないかなと、そういうふうに考え

ます。

○委員長

、 。 、ヘドロの除去は やったことはないんですか 新町川はヘドロを除去して

ぐっときれいになったんですよね、かつて。それはないんですね。

○事務局

はい、ないです。

○委員

ポンプ場の設置とか、水を流すこと、例えば大きなポンプで内水を外へ出

すやいうことに伴って、水が移動してきれいになる、やいうことはないんで

すか。新町川は吉野川の水を入れて、ヘドロの浚渫とともに流して、それで

大分、良くなったと聞いておるんですが、

○委員長

それだけじゃいかんのやね。

○委員

もちろん。

○委員長

何か再曝気とか何とかいうのが起こって。だからヘドロをやって、しかも

何をやったかね。

○委員

炭を入れたり、いろいろ大学の先生なんかが研究していらっしゃることを

、 、 、試してきましたけれども １７年もやってますから このごみ問題にしても

地元の人たちの活動もまだこれから先に芽が出るような様子があるので、長

い目で見守っていかなくてはいけないと思うし、それを住民の人たちが、ご

みがないようにしていこう、という気持ちが生まれてくることを期待したい
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ですね。

○委員長

私の感じでは、吉野川の水を入れたということ以外に、今の浚渫が大きい

と。もう１つは、田宮川のところに立地していた食品会社が潰れた、という

ことが大きいですね。

○委員

私、思うんですけどね、新町川がきれいになったというのは、全国的な良

いモデルケースになっていますね。だから、それの大きな原因を幾つかピッ

クアップして、それを河川をきれいにするのに利用するということは、考え

られていいですね。

例えば、高知の中心にある川の水と、新町川を比べてみると、雲泥の差が

ありますね。高知はどぶ川、新町川はこのごろ魚が泳いでいるのを見るぐら

い、きれいですね。

だから、それをこの飯尾川でも、ある程度そういうのを十分解析して、良

いところを取り入れる、ということをすれば、かなり改善されるのではない

か、という気はするんですね。住民の活動も非常に大切でしょうけれども、

やっぱり水の流し方というのは、大きな要因になるでしょうね。

○委員長

外にご意見どうぞ。

○委員

○○委員さんの意見に続いたようなものですけれども、自分たちが住んで

る土地が、どういう土地なのか、というようなことで、まず勉強会とか、こ

のパンフレットがせっかくできたんですから、修正もしながら、勉強会など

で、ごみを減らす、人口の増加とともに、水質の悪化も必ずあることだろう

と思われますので、ごみを減らす努力であったり、新しく合併浄化槽が整え

られる家はそういうようにしていくとか、糞尿だけの浄化槽じゃなしに、家

庭から出す排水をいかにして、まあましなものを流していくかとか、そうい

う根本的なところで、水を汚さない、水が大事と。

どんどん、どんどん水を使っていいというのは、今までは流して流してで

したけれども、これからは水を少なく使うという時代も来るんじゃないかと

思われますので、その中でどのように水を汚さないようにするか。
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命の水で新町川は皆の川とか、いろいろな運動がありますけど、ボランテ

ィアなども巻き込みながら、家庭排水の問題であったり、底ざらえも住民で

やるとか、行政と一緒にやりましょうとか、科学的に○○先生なんかご専門

なんでしょうけど、汚いものを硫化物で落とすとか、何かそういう科学反応

なども使いながら落としてのけるとか、いろいろな新しい工夫を取り入れな

がらしていったらどうかなと。

水質だけじゃなしに、治水、堤防の危ないところは、低いところは遊水池

になるかなあとか、いろいろな思いがあるんでしょうけれども、その温度差

というのは、水を農業用水とか家庭菜園に使っている人は、利水のほうに興

味があるでしょうし、堤防が低いところの人は治水とか、いろいろな中でと

もに考えていく、自分の川っていうようなこと。

本当に私一人がこれを何とかせないかん時は、どう在るべきか、というよ

うなところから、お任せじゃないような、そんな意識をつくり上げていくグ

ループづくりであったり、そういうのが待たれるかな、と思います。以上で

す。

○委員長

今のはコメント、事務局、なにかありますか。

○事務局

我々もいろんな場でＰＲもしていきたいと思いますし、住民の皆様と一緒

になって川づくりを進めていくというのも、これから非常に大事なことだと

思っておりますので、そういった方向で進んでいきたい、というふうに考え

ております。

○委員長

よろしいですか。

○委員

はい、結構です。

○委員長

じゃあ、○○さん。

○委員

同じようなことなので結構です。

○委員長



28

第 回とくしま川づくり委員会16

じゃあ、ちょっと素朴な質問をしますけど、ごみの不法投棄というのがあ

りましたね。私が所属しているＮＰＯは、ごみの不法投棄、役目じゃないけ

ど見てこいや言うけど、私はさぼったんですが、どうもたくさんあったらし

くて、じゃあこれどうしたらいいんかと聞かれたら、やっぱり河川管理者に

通報かな、と思ったんですが、一般の人がこれを見て、これは市の管理か、

町の管理か、それから県の管理か、国交省の管理か分からないんですよね。

こういうのは、結局、今まで経験して効果的なのはテレビ局に通報すると

か、新聞社に通報するのが一番効果的でしたね。大抵の人はお巡りさんがい

いだろうとか言ってね、やってますね。将来、考えないかんことですね。

じゃあ、よろしいですね。事務局、今日出ましたご意見ですね、この委員

会の意見としたいと思います。もし後で思い出して何かありましたら、事務

局へ個別にでもお問い合わせください。

次に（３）の最後の議題ですが、吉野川水系中央南部圏域（飯尾川）河川

（ ）。 、 。整備計画 案 本文等の修正について 事務局からご説明をお願いします

○事務局

それでは、河川整備計画案の修正箇所比較表ということで、本日お配りし

た資料５’によって説明させていただきます。

前回、３月に提示させていただいた河川整備計画案を、前回での意見、そ

れからアンケート結果を受けまして、本日に修正したものです。

飯尾川の川づくりというのは、アンケート結果にもありましたように、治

水だけでなく、水質とか動植物、それから河川空間といったような、いろん

な意見をいただいておりますので、それをできるだけ、できる限り反映した

整備計画にしたいと考えておりまして、今回、８月版の案として、お手元の

ほうにお配りさせていただきました。

パワーポイントも使いますが、パワーポイントのほうも見にくいかと思い

ますので、大体このあたりの説明をしてるというような参考で見ていただけ

ればと思います。

まず、１ページをめくっていただきますと、表紙は１８年３月を、１８年

８月に修正しております。

２ページ目なんですが、中段で誤字がありましたので誤字の修正と、地図

の上に「流域が徳島市中心部に隣接していることから、約６割が第三次産業



29

第 回とくしま川づくり委員会16

従事者である。また、農業では、特に野菜が近畿圏への供給地として重要な

位置を占めている」と、ちょっと日本語のほうの修正をさせていただいてお

ります。

続いて、３ページになります。ここはふりがなを付けておりまして、上か

ら「はまたかぼう」それから「かげんぜき 「せき 「すみのせ」というふう」 」

に、ふりがなを付けた修正をしております。

４ページになります。まず、ふりがなということで、上から２行目のとこ

ろ、明治時代に「あさなようすい」という、ふりがなをふりました。

それから、その下は文章の一部修正、それから削除等々で、中段「吉野川

市の川島町の城山の下から吉野川の水を疎水しており、現在は農業用水とし

て１，４５２ｈａをかんがいしている。しかし、吉野川から自然の流れによ

って疎水しているため、渇水時には稲作に大きな影響を及ぼしている。その

ため、必要な水量の安定供給を図りつつ、合理的な水利用を行い、稲作への

被害を最小限に抑える必要がある。

また、下流部においては、飯尾川本川からも取水され、５月から９月のか

んがい期には、飯尾川堰でせき止めを行い、水量を確保している。今後は、

麻名用水との連携をきめ細やかに行うとともに、良好な水環境を維持するた

めに必要な流量を検討する必要がある」というふうに、現状の説明を若干、

加えております。

、 。 、 、 、次に ５ページになります ５ページは 水質のところで 今後とも引き

というところで文章の追加をしております 「今後とも引き続き、関係機関。

と協力して、流域での生活排水対策を進めるとともに、水質の改善・保全に

取り組む必要がある。また、水質監視を行い、汚濁物質の流入による水質事

故の発生防止に努める必要がある」というふうに変えております。

６ページ目になります。これは、一番下の欄になるんですけども 「河川、

整備にあたっては、季節によって変わる水位、水量や、周辺との相互関係に

配慮し」という文言に修正させていただいております。

７ページ目。河川環境の整備と保全に関する事項ということで、修正と追

加をさせていただいております。

「飯尾川の流域内には、レッドデータブック記載の貴重な種を含め、多様

な動植物の生息・生育の場となっている。今後は、環境に関するデータ収集
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を行い、動植物の生息・生育環境の変化の把握に努めるとともに、保全すべ

き区域、復元すべき区域等の設定に努める。河川整備にあたっては、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、季節によって変わる水位、水量や、周辺との相互関係に配慮し、連

続した環境の保全に努める。また地域住民によって、河川が貴重なオープン

スペースや自然空間としての役割を果たせるよう、緑豊かで潤いのある水辺

空間の整備に努めるとともに、子ども達の学習の場として、河川を安心して

利用できる水辺空間の整備も行う。一方、水質については、関係機関と連携

して、継続的な調査を行うとともに、生活排水対策を進めて、水質の改善に

努める。飯尾川が持つ河川整備の歴史と、これまで流域が育ててきた人と川

とのつながりに配慮し、人と自然が共生でき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」というふうに変更したいと思います。

それから、８ページ目。これは、表のところで、延長と書いてありました

のを 「改修延長」というふうに変えました。、

続いて、９ページ目。真ん中の、エ 空間の適切な維持、といところで、

「快適な河川空間が維持できるように、定期的な河川巡視を実施し、適切な

管理を行う。また、関係機関と連携しながら、河川愛護の啓発活動を行う。

さらに動植物の生息・生育地として特に重要な区域の設定や保全に努めると

、 」ともに 訪れた子ども達が安心して利用できる水辺空間を改良及び保全する

というのを修正しています。

それから 「オ 水質、水量の維持 「カ 外来種対策」というふうに追加、 」

してまして、水質、水量の維持というのは「関係機関と連携しながら、流域

における汚濁発生源の負荷量の削減に努めるとともに、継続的な調査を実施

し、水質、水量の状況把握を行う 。」

外来種対策として「外来種（特にオオクチバスやホテイアオイ）の侵入に

よる生態系の攪乱に対しては、まず、外来種の駆逐に努めるとともに、関係

機関と連携して駆除を呼びかけるなどの啓発活動を行う」というふうにして

おります。

１０ページ目。これも追加になります。まず、イの関係機関との連携とい

うところには、教育機関のあとに「ＮＰＯ、ボランティア団体」というのを

追加しております。
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それから、項目として「オ 河川環境の保全」というのを追加しまして、

「水と緑のネットワークを保全するために、飯尾川の流れに沿って見られる

河畔林を、また、これまでに流域が育んできた文化や特色を守るために、歴

史的に価値の高いと思われる伝統的治水工法が用いられている箇所を、継承

しながら整備を進める 。 キ 河川教育プログラムとしまして「関係機関」

と連携を図りながら、流域一体となって河川に関する調査等を行い、その調

査結果から、流域が抱える現状及び課題、今後の整備のあり方について話し

合いを行い、今後の河川整備に反映させる」というふうに修正したいと考え

ております。

続いて、１１ページの治水計画編。これは、まず表紙は月を直しただけで

す。

それから、１２ページ目。これも先ほどと同じように、ふりがなを「はま

たかぼう 「かげんぜき 「せき 「すみのせ」に、ふっております。」 」 」

１３ページ。前回の１／５０の計画流量のところの流量の記載が間違って

おりましたので、それを修正しております。

続いて、流域概要編の案なんですけども、表紙は月の修正です。

１５ページの目次のところは、８の（３ 「産業構造・産業活動」という）

ふうに産業活動を追加しております。

それから、１６ページ。表題の変更ということで 「徳島県によるレッド、

データブックの区分と基本概念」とか「環境省によるレッドデータブックの

カテゴリーとその定義」というふうに修正しております。

それから、１７ページの修正は、これも先ほどと同じように、ふりがなの

修正でございます。

。 「 」 、１８ページ 水利用の現状というところで あさなようすい というのに

ふりがなをふりました。

それと、その下に本文と統一を図るために「この用水は、飯尾川とほぼ並

行する南北２つの幹線と、多くの支線水路からなり、吉野川市川島町の城山

の下から吉野川の水を疎水しており、現在は、農業用水として１，４２５ｈ

ａをかんがいしている。また、下流部においては、飯尾川本川からも取水さ

れ、５月から９月のかんがい期には、飯尾川堰でせき止めを行い、水量を確

保している」というふうに変えております。
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、 。 、（ ） 、 、それから １９ページ 流域の社会状況で １ なんですけども 前回

１６年９月現在の人口でしたので、１７年の速報値ということで 「平成１、

、 、 、 。７年１０月現在の人口は 約７万６千人 世帯数は 約２万６千世帯である

人口は、やや減少しており、世帯数は、微増傾向にある」というふうに修正

しております。

それから、２０ページ 「産業構造・産業活動」というふうに修正しまし。

、「 （ ） 、 」て 流域内の産業別就業者数 １５歳以上 は 下図に示すとおりであり

というふうに。前回は、１２年の１つのデータだったんですが、グラフのほ

、 、 。う 徳島県と飯尾川流域ということで 比較をするように修正しております

続いて、２１ページは、歴史・文化財のところ。下から２行目になるんで

すけども 「ふじいでら」にふりがなをふり、第十四番札所、第十七番札所、

というのは、ふりがなを取っております。

それから、最後のページ、２２ページというのは （５）の地域との連携、

の真ん中の行なんですけども 「以て人心を安定し」というところが漢字が、

間違っておりましたので、修正しております。

以上です。

○委員長

ありがとうございました。

ご意見、お願いいたします。

○委員

いいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員

非常に細かいことなにですけど、１９ページのところなんですが、文章な

んですけど、修正した平成１７年１０月現在ですか。何か句点がやたらに多

くて、ちょっと読みづらいので、句点は適当にはずしていただきたい。これ

は細かいことです。

○事務局

はい、分かりました。

○委員
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もう１つ。２１ページのところなんですが、歴史・文化財というのを書い

てあるんですが、こういう文化財が貴重だということは、これ当たり前のこ

とだと思うんですが、むしろここの水害とのかかわりで、高地蔵のことです

とか、龍神信仰とか、そういうほうが圧倒的に、僕は書くんだったらそちら

を書いてもらわないといけないんじゃないかなと。

高地蔵が抜けてる気がしますね。それから、龍神さんは、やっぱり水害の

ところで龍蔵堤だとかそういうのがあります、ＧＩＳマップがありますで、

言っていただければ、うちのスタッフが提供できると思います。加えるか、

差し替えるかしていただいたほうがいいんじゃないかと思います。

○事務局

はい。

○委員長

私のほうからちょっとね 「疎水」という字が２ヵ所ありますね。琵琶湖。

疎水とか京都疎水というのは、ちゃんとふりがな打ってますけどね。疎水す

るとか、疎水しておりとかいって、余り難しいことを考えないほうがいいん

じゃないの。導いておりとか。

○事務局

はい。

○委員長

もし、どうしても疎水という字を格好よく使いたいのだったら、ふりがな

を打ってください。

○委員

本来、疎水というのは名詞だけどね。疎水する、ということは、よく使う

んですか。初めて見た気がするんですが。

○委員長

僕も初めて見たんやけど。

○委員

修正のほうではなくて、本文のほうのね、例えば９ページのあたりの洪水

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ところなんかに、

先ほど私とか○○先生から出ていたような、協議して遊水池とか、土地利用
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に関することについて入れたらいかがかな、と思うんですけど。

ここの河川事務局がイニシアチブを取って、土地利用に関しての提言なり

政策なりを考えていくというか。どこまで、どういう文言で書けるかは、お

任せしますけど。

○事務局

はい、ちょっと・・・。

○委員

私たちがイニシアチブ取ります、ぐらいは言ったらいいんと違うん。呼び

掛けはせなね。

○事務局

私どもだけで流域というか、川の外へちょっと出ますので、単独で取り組

めないところがありますので、そこは地元の市町村とか関係機関と連携を図

りながら、という文言になろうかと思いますけども、そのへん考えさせてい

ただきます。

○委員

もうちょっと強い言葉で書いてくれたほうがいいな。いいです。

○事務局

はい。

○委員

合理的なとか、住環境を悪化させないようなとか、何かそういうような。

目的が一言、欲しいですね。

○委員

具体的なアクションをどうやってするか、のほうが、むしろ大事なんです

けど、それに関して、例えば１９ページにいろいろ書いてありますよね。本

文のほうです。

修正版でもありましたが、修正版では１０ページですね。これは、単純に

、 、 、お聞きしたいだけですけど ここに進めるとか やるとか書いてあることは

具体的に、どういう事業としてやっていくんですか。

これは来年度から、もう河川教育プログラムというのを、この河川課がや

るということですか。

○事務局
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まず、ウの河川情報の高度化・提供というところにつきましては、先ほど

のアンケートのほうにも、水位の情報が欲しいということで、これにつきま

しては、現在道路保全課と連携しまして、道路局が持っております雨量デー

タですとか、河川が持っております雨量とか水位データについては、インタ

ーネットを通じて、県民の皆様に提供できるようなことを、今、図っており

ます。

次の防災体制についても、避難経路とか、避難地等を示したハザードマッ

プにつきましても、現在も吉野川市なんかはもう既にできておりますし、徳

島市や石井町なんかにも積極的に。

この部分につきましては、市町村さんのほうにしていただくことになりま

すので、支援するという形で、私どもとしましては、つくっていただくよう

に支援していきますし、そういう事業も現在ありますので、そういう補助事

業なんかを使っていただいて、作業していただくことに努めていく、という

ことでございまして、具体的な方向には動いております。

○委員

?河川教育プログラムは

○事務局

これは、先生にこの前、ご意見いただきまして、今後の大きな目標という

ことで、今後の課題ということで書かせていただきましたので、何らかの取

り組みについてやっていきたい、というところで書かせていただきました。

具体的なことについては、まだ決まっておりません。

○委員

ハザードマップができてきますよね、きっと。そういうのを使って、先ほ

どの遊水池の話とか、環境教育、あるいは防災教育の中でできていくような

仕組みをつくったらいいのではないかと思います。

○事務局

地元の町さんとか、市さんとかと連携して、調整を図ってやっていきたい

と思います。

○委員

計画とかという印刷物の冊子が、河川整備計画（本文）というのと、治水

計画編、流域概要編という３種類の冊子が発行というか、刊行されるという
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ことですか、これは。

○事務局

県民一般の方に見ていただくのは、本文だけになります。その本文の資料

としまして、治水計画編と流域概要編というのを、委員の方々には付けてお

ります。

○委員

これはだから、委員会資料だけという位置づけなんですか。

○事務局

はい。

○委員

分かりました。私、なぜこれを尋ねたのかといいますと、この３種類の冊

子で、記載がコピー・アンド・ペースなんですね、これ。例えば、資料５’

の３ページを見ていただきましたら、右側で（２）現状と課題、ア 治水に

関する現状と課題というのが、ずーっと書いてあります。

それで、次、３ページをちょっと意識していただきながら、今度は治水計

画編の１２ページのところ。今度は章のタイトルが、治水事業の沿革となっ

ておるんですけども、書いている文章は、先ほどの３ページのものと、これ

コピーなんですね。 さらに、今度は流域概要編になってきまして、１７ペ

ージのところに、今度は治水事業の沿革という、こういう（２）という項の

タイトルで、またそこに書いてるのは先ほどの２つのコピー・アンド・ペー

スなんですね。

何か工夫が足りんというか、気合いの入れ方が足りんというか、何のため

にこれを書くんであって、そして、そこでどういう情報を盛り込もうか、と

いうことの意識があまりないままに作っているような気がして、非常に私と

しては不愉快です。

○事務局

私どもが作成した時に考えましたのは、本文だけでも内容が分かっていた

だける。流域概要編だけでも、治水のことについて分かっていただける。治

水計画編だけでも治水のことについて分かっていただけると。本編１つだけ

でも・・・。

○委員
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でも、これは委員会資料だけなんでしょう、あとの２つというのは。

○事務局

はい、そうですね。

○委員

それだったら、委員会の内部資料ですからっていうことでしたら私も納得

できますけど。これは外へ出すべきものでは、あとの２つはね、ない。こん

、 、なものを委員会が認めて外に出してください というようなことを承認した

というのではなく、これ門外不出にしていただきたい。

○事務局

はい。

○委員長

えらい厳重なことですね。

○委員

よろしいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

私が最初に発言したものも、あれも外へ出ないんですね。委員会の資料だ

ったんですね。だから、安全度というか、すみませんでした。住民の人に見

せるものだと思って、ああいう発言をしたんで、ここの中の資料だったらよ

ろしいかな、と思いました。

○委員長

あと、ございませんでしょうか。

○各委員

結構です。

○委員長

じゃあ、そろそろ、まとめたいと思います。

きょうは、たくさん貴重なご意見ありがとうございました。きょう出まし

たご意見を、この委員会の意見としたいと思います。

それで、国土交通省のほうから、内水災害に新しい補助金が付き始めたと

いうことで、事務局のほうもこの整備計画を早く策定したいと申しておりま
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すので、きょう出ましたご意見を踏まえて、案を修正して、例によって最後

は委員長一任ということでよろしいでしょうか。

○各委員

はい。

○委員長

じゃあ、どうもありがとうございました。

外に事務局から何かございますか。どうぞ。

○事務局

那賀川水系河川整備基本方針というのが４月２４日に作成されておりま

す。現在、那賀川水系河川整備計画の策定作業を、国土交通省那賀川河川事

務所と共同で進めておりますので、今後は、那賀川水系河川整備計画策定に

全力を注ぎたいと考えております。

○委員長

それじゃ議事を終了して、進行を事務局にお返しいたします。

○司会

どうも今日は、貴重なご意見ありがとうございました。各委員の方々から

いただきましたご意見等は、整理いたしまして、事務を進めてまいりたいと

思っております。

本日の委員会全般を通しまして、何か質問がございますでしょうか。あり

ましたら承りたいと思っております。ございませんか。

それでは、長時間にわたりまして、ありがとうございました。最後に、私

のほうの河川課長から、一言ご挨拶をさせていただきます。

○事務局

本日は、長時間にわたりまして、委員の皆様方には熱心にご議論いただき

まして、また貴重なご意見をいただきまして、誠にありがとうございます。

それから、整備計画案につきましても、ご了解をいただきまして、ありが

とうございました。

本日、いろいろご指摘をいただきました点につきましては、修正をしまし

た上で早急に事務手続き等を進めさせていただきたいと思いますので、よろ

しくお願いいたしたいと思います。

どうも本日は、ありがとうございました。
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○司会

これで第１６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

今日はありがとうございました。

以 上


