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審議内容

○委員長

今日の整備基本方針というのは，実施計画，実施にあたる，背骨にあたるよう

な非常に大事な審議でございますので，皆様よろしくお願いします。

○委員

まず，大きなところからですけども，基本方針の最大目標が宍喰川の，宍喰川

水系の河川整備は 「きれいな水と豊かな自然環境を保ち続ける川」というのが，

最大目標である，ということですけども，これは「きれいな水と豊かな自然環境

を保ち続ける」ところに，どういう概念が含まれているのか，少しわからないの

ですけれども，アとイが災害防止と，色んな整備に関係するところ，ウとエとオ

が「きれいな水と豊かな自然環境を保ち続ける川」の努力目標として書かれてい

ると思うのですけどもね，災害防止というのは，この目標の中でどういう風に捉

えられるのか 「きれいな水と豊かな自然環境を保ち続ける川」という目標の中，

で，災害防止というのは，どういう風に表現されるものになるのか？

○事務局

○○です。基本的には当然安全が前提です 。。．．．

○委員

3 つ 「安全で安心の社会」と「環境の保全と創造」と「地域社会の形成 ，3 つ， 」

があって，その大きな３つの中で，特に「自然環境の保全」というようなところに

基点が置かれている点は，私としては十分うれしいんですけども。

○事務局

川としては，安全安心で，できる社会の実現，そういうのもが根底にあります。

特に，宍喰川については，下流部は水田ですとか，耕作地というのもありますけど

も，大半が山地部でありましたり，非常に水質も若干下流部では先程もご紹介した

ように，悪いところありますけれども，基本的には非常に良いというところで，そ

ういった自然豊かな環境というのを維持するというのを，打ち出すのがいいのかな
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と。ただし，安全安心をそれで疎かにするというような気持ちは毛頭はなくてです

ね， 安全安心の上にそれも成り立っている，という風にしていきたいと思ってい

ます。

○委員

はい。

○事務局

もうちょっと，若干補足させていただきますと，河川の総合的な町づくり ．．．

という形でおこなってまいりますが，ご承知のように，宍喰町，今は、海陽町です

がそのイメージは，皆さんもそうだと思うんですけども，過疎とか進んでいる状況

でございます。そういうの中で，町自身の総合計画とか方針の中でも，人との交流

とか，観光とかですね，水のきれいさとか，サーフィンというものに対する大事な

部分はあるんですけども，そういうのをキャッチフレーズ化した時にどうなってい

くかという中で，ちなみにですね，町の方の総合計画のキャッチフレーズは 「自

然・人・地域が調和したまちづくり」という中で 「人が出会い自然と交わるふれ，

あいのまち海陽町」というようなところでございます。そこで，安心で，安心ので

きる社会の実現，先程も河川法の形からいえば，治水が始まって，治水・利水・環

境ときた経過がございますけども，大体河川整備基本方針の中で何か捉えるという

なら，その地域のそういう歴史とか風土を受けたものと，ある程度リンクさせてい

くという形がありますので，今回もこういう提案をさせていただきました。

○委員

もうちょっとよろしいですか。

○委員長

どうぞ，お続け下さい。

○委員

はい。町の方針とリンクさせる形でのそれは県としては，河川行政の中から支

援していくという立場であるという風におっしゃっている訳ですね。
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○事務局

はい。

○委員

それは，大変素晴らしいことだと思いますし，納得できることで，どうかやっ

ていただきたいと思いますけども，それにしては環境に対しての記載というのが

無茶苦茶曖昧で何を支援していくのか見えないのですね。治水計画に関しては，

はっきり書かれている，防災計画にしては，はっきり書かれていますし，治水計

画編というのものは，別に準備されていますけども，環境に対しては，どういう

事をやっていくのかとか，風土性に対してどういうことをやっていくのかという

ことが，この頭に対してはどうあるように感じるんです？折角だからどこが本当

にいいのかとか，どういう風に県自体が認識しているかというところを明確にす

るとともに，先程少しおっしゃっていた下流域，少し問題があると県が認識され

ている訳ですからそれに対して，どういう施策が打てるのかということと施策を

打っていこうとするのかというのが方針の中に盛り込まれてもいいのではないか

と，大まかな理念というか流れに関しては，そういう感想を持ちました。

○委員

すいません。

○委員長

○○委員。

○委員

すいません，○○ですが。今の○○さんのご指摘とちょっと関連するかと思う

んですが，さっき，もう何年もやっててあれですが，多分県南の方の河川を扱う

のは初めてかなという気がするんですが，河川の委員会として。

○事務局

福井川というのがございます。
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○委員

福井川，大体紀伊水道に向いてますよね。だから，太平洋に向いて流れる川と

， ， ，しては初めてだと思いますので 前のこれまでのこの委員会でもですね 例えば

それぞれの川の特徴というのががあるので，そういった特徴と課題というのはま

た，例えばどこの川でも皆同じ様な課題があるわけではなくて，やっぱりそれ地

域独特の課題があるんではないかなという，ですから例えば今のキャッチフレー

ズなんかでも，どこの河川でも当てはまるようなもので本当にいいのかというこ

とが以前からこの委員会でも実は議論されていて，本当にその河川の特徴を生か

したような例えば川づくり，それからその地域の課題にあったような川づくりと

いうのがやっぱりここの方針で打ち出さないと，ここのやっている意味がないじ

。 ，ゃないかということがずっと実は議論されてきたかと思うんです それで例えば

今単純にちょっと僕も今リスト見ててそう思ったんですが，例えばここの海部川

の河川というのは，例えば徳島の河川というのは，吉野川も那賀川も勝浦川も全

部山に沿って東西方向に流れるんですが，ここの河川だけは，皆南に流れる太平

洋に入っている，小規模河川ですよね ，それで短水路ですよね。そういう特徴。

があって，なおかつ、やっぱり南海地震では非常に大きな被害を受けているとこ

ろということで，例えばその先程の安全というのにも，何に対する安全かという

ことが明確になっている地域だと思いますので，やっぱり，そこんところを主張

できるような，徳島県はこういう問題を抱えているんだというとこを国交省あた

りにちゃんと言える様な，そういう様なものを出されるのが一つは良いのかな，

それであってこそ，今年何十回とこれから開くであろうこの委員会の意義という

のが大きいのかなと常々感じています。ですから，どこの川にも当てはまるキャ

ッチコピーではなくて，やっぱりこの地域だからこの川づくりするんだという，

それがやっぱりもうちょっと色濃く出てもいいのかなということでこれは是非お

願いしたいということです。

○委員長

どうも，はい。

○委員

， ，私も今のお二人の先生に関連するんですけども 県南は終戦の翌年の南海地震
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昭和 21 年 12 月 21 日，浅川を中心に津波が発生しましたが，宍喰も歴史的に見ま

すと 3 回ほど大きな津波に見舞われて沢山の死者が出ております，記録に載って

おりますので，そういうのも踏まえながら，今一番タイムリーな問題として南海

地震対策の，この宍喰川は，黒鯛とか今説明いただきましたら，ボラなども常に

おりますということは，海の水が常に町の中に来ているということで，河川と直

接関係ないというものの，津波対策というのをポイントにあげて，浅川等ではV字

の同じような，V字の湾という説明をいただきましたので，その対策として，浅川

の湾の様な防波堤を沖に造るやいうことができない，それに変わるような何か安

心対策というのも打ち出すようなこともあっていいんじゃないかと。それと近々

の人命救助のネットワークでしょうか そういうのも入れ込んで人海作戦風の ふ， 「

れあいのまち海陽町」に相応しい，何かを打ち出していったら県南に住もうか，

過疎化が進んでて，混住地域の汚いところよりこちらの方に行って住もうか，そ

の時に津波がくるからやめとこうかとか，高齢者など，そういうのに対する安心

があれば，来てみようかなと，町の活性化に繋がるような策が打ち出せたら良い

なと思います。以上です。

○委員長

ありがとうございます。

○事務局

途中ですけど，説明を少し。

○委員長

そうですか，はい，どうぞ。

○事務局

幾つか色んなご意見いただきましてありがとうございます。まず，○○先生か

らいただいた，環境に対する記述が弱いんじゃないかというようなご指摘もあり

ました。河川法でですね，治水については，非常に古くから歴史がありまして，

どういうような目標を設定して，どういうにやっていきたいというのが割と，明

確に打ち出しやすい状況になっているんですけども，環境については平成 9 年か
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らの取り組みで，まだちょっと歴史が浅いといいますか，どういうにこう書いて

いけばいいのかなというところは，まだ我々も悩み，苦慮しているところが，ま

ず現状であります。目標として，具体的に何をこう，どういうように設定して，

どれをどういったものを，こう治水安全度については，雨の量ですとか流量とい

うのをポンと一つ出せるんですけども，環境について何をもって表現したらいい

のかというそのあたりがちょっとまだ勉強不足のとこもあるんですけども，まだ

よくわからないというところもありましたので，ちょっと言葉には，言葉が先行

したような形の書き方にはなっておりますが，5 頁，基本方針(案)の 5 頁のとこ

ろで努める，環境保全，良好な河川環境というような書き方になってしまってい

るというのが現状です。じゃぁ，どう言った状況なのかといいますと，流域概要

， ， ，編の例えば 11 頁から以降を ちょっと見ていただきますと 12 頁で環境情報図

12 頁，13 頁，14，15，16 と環境情報図というのをまず作っております。これで

川沿いにどういったものがでできたか，どういった種類のものがいたかというの

をわかるように整理してまして，生態系の保全に向けた留意点ということで，一

応水色の枠で囲んだものと河床勾配を維持するとか，瀬や淵の形成を妨げないよ

うにとかいうようなことで，今後維持管理，それから災害対策，それから下流部

に当たっては河川工事，何かをするときに注意していくものというような整理を

しております。以上そういうようなことを一応。それから 17，18 という辺りで整

理をまずして，書いてあります，といったところです。今後，この辺りを見なが

らですね，河川の維持管理をやっていくんですけども，まずは整備計画を作ると

きにそういったところにも配慮して，もう少し具体にこの地区はこういう風にと

いうようなことを書き込むようになるのかなという風に考えております。

， ， ，それから ○○先生の方からテーマの設定の仕方 若干ご指摘いただいたのと

安全に対してということで津波のことについて若干，○○先生の方からも津波に

対して，意見，ご意見いただきました。この洪水・高潮等による，基本方針に戻

るんですけども，基本方針の 4 頁のアのところで 「洪水・高潮等による災害の発，

生の防止または軽減に関する事項」ということで，まず最初の段落ではその雨に

対する 30 年に 1 回程度の洪水，それを安全に流下させるというのをまず書き込ん

でおります。その次に，南海地震等を含めてなんですけども，少し書き方が弱い

かもわかりませんけども 「河口部では第 2 室戸台風級の高潮による被害の防止に，

努めるものとし」と，その後 「将来，発生が予想される南海地震に伴う津波に，
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対し，関係機関と連携を図り，必要に応じ対策を行うものとする 」という風に。

書き込んでおります。具体的に，何がいいのかと，河口の方で湾口防波堤がいい

のか，水門がいいのか，堤防がいいのか，どこまでどうするのかというのは，少

し整備計画の方で再度検討して，具体的にはもう少し書き込みたいとは思います

けども，現時点ではここに南海地震対策なり，津波なりをやっていくということ

をここ書き込んであります。あと，資料の中には，ちょっとはめてなかったんで

すけども，過去の地震・津波ということで，これも流域概要編にもちょっと記載

できていませんので，ちょっと何らかの形で書き込むようにしてもいいかなと思

， ，うんですけども 一応宍喰地区でどういった津波被害があったのかということで

一応記録が残っているものを調べた中では，1,512 年の永正年間の津波というこ

とで津波，後は慶長，宝永，安政南海のほか，昭和南海といった 5 つの地震がこ

う記録されているといった状況です。

○委員

よろしいですか。

○委員長

はい，どうぞ。

○委員

今，ご説明受けたんですが，これは別に，宍喰川だけではなく，県南の河川皆

共通していることですので，やっぱり，その一つ大きなコラムとしてですね，や

っぱり他の海部川だとか，幾つやるのかちょっと僕わからないんですが，少なく

とも 3 つか 4 つはあると思いますので，そこに共通する事項ですので，これに対

しては，例えば県としてはこういう対策を立てるんだというような，共通に打ち

， ， ，出せるようなですね ものがあって然るべきかなという風に 思っていますので

その辺は宍喰川だけではなくて，他の河川にも適用できるというのですかね，そ

ういうものを是非お願いしたいと思うんです。あの先程のご説明のところで，一

番最後にですね，TPの話が出てて，この間お聞きしたかと思うんですが，TPがプ

ラスの 6.5mという数字が最後の説明ででましたが，これはいつの時点でのデータ

なのか，すなわち，今どんどん海面変動であがってきてですね，数 10 ｃｍはあが
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ってるかなというような気も致しますし，これが多分昭和 40 年ぐらいの河川計画

の時のTP+6.5mという数字であれば，もう 30 年くらいたってきているわけですか

ら，平均海面があがって，多少ともあがってきてますよね，ですからそれを基に

一番河口から堤防高を造ってきてても，それにあっているかというかと問題が一

つあるということと，それからやっぱり，その，もう 30 年先の計画を立てるとい

うことになってきて，30 年先は地震が起こるかもしれないという，地震の確率を

○○先生とかも 80%とか 90%ぐらいの確率にはいってきますので，そうするとそれ

からまた新たに 30 年先の計画を立てて，じゃそこで堤防高を高くしましょうとか

いっても後の祭りですので，やっぱりこの 30 年間の間に何らかの対策を立てると

いうことが必要になってくるのかなと，で，特に僕は素人ですけども津波の場合

には河口から入ってきて河川を遡ってですね，一番末端の一番上奥の方で一番高

い，こう波の高さが高くなるというんですか，何とか現象というのが起こるとい

うことですので，例えば，一時的にしてですね，河口に水が流れ出ないのは困る

んですが，その第一波の津波をある程度，回避できるような措置を県南の河川に

， ，皆につくっておくということも やっぱり対策として必要なのかと思いますので

そういったところも整備計画かもしれませんけども，そちらの方も是非ですね，

盛り込んでいただきたいなという風にして思っています。お答えいただくのは，T

Pのお話をちょっと教えていただきたいんですけど。

○事務局

アウトラインをご説明させてもらいますと，川の計画というのは，川は海に注

いでいます。で，海の潮位ですね，潮位をどう設定するかいうのがございます。

で，皆さんもご存じのように，海は，いわゆる月との引力の関係で，一日にこう

4 回変動するんですね。通常TP1．00mが平均満潮位というような値を我々はつか

うんですけども，オーダー的に言いますと，0.8m程度ですね。徳島あたりで。県

南部にいきますと，ここの場合確かTP1.15mという朔望平均満潮位と高めの数字。

これは宍喰川に限らず，牟岐川，海部川全てそうです ，TP1.15mというのではで。

すね，滅多に起こらない潮位になります。特に徳島市内では，異常潮位というこ

。 ， ，とになります 通常はTP80cm位になるのですが TP1.5mというのは結構高いなあ

というような高さになります。それを出発水位にして，川で 560m3/sを流して，

河道の断面決めて，川の計画勾配で日比原地点にいったときの計画高水位という
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のがTP6.5mということです。昭和 37 年時点の時点で，事業をやっていく全体計画

の中でそういう形で位置づけて，と改修を進めていると。今現在は，先程ありま

したけど，日比原橋を越えて，馳馬大橋辺りを改修しているという状況にありま

す。それと，今，地球温暖化については，皆さんご存じのように環境省とか国交

省で，今後潮位が，いくらあがるとか，雨についてもゲリラ豪雨等を含めて今ま

で降らなんだような雨が非常に降ったり，それから渇水も多いとかというような

状況はありますけど，そこら辺の話をその時々刻々と変えられていっているかと

いったら，出来ていない状況ですね。そこら辺を精査していくと。ですから，国

交省の方でもそうですけども，全国的な国交省の河川局では例えば大河川で治水

安全度 1/150 とか 1/100 とか設定していますが，今そういうのは非常にこういう

状況から，これからの事も含めたら，やっぱり，引き下げっていうかそういう若

干落ちてるよ，目減りしてくるよということは言われているんですけども，その

。状態はこれからも僕らも研究しながらやっていくという方向になるわけなんです

それが一点と，それともうひとつ，津波の話があったかと思うんですけども，津

波の方ははっきり言ってここでも我々この今やってる宍喰川の左岸側というのが

建設海岸で，宍喰浦海岸というのがございます。で，そこでも津波シュミレーシ

ョン南海地震対応のときの対応等の話もあって，今年からその地震対策緊急事業

の中で堤防が地震の揺れによりへたれない様な形の事業をこう進めていこうとし

とる，着手したわけなんです。川でもも当然それはあるんですけども，今の状況

というのははっきり言って対応できていません。ここの場合ですね，津波，第一

波から始まって，第四波が最大ぐらい 40 分くらいかかるんですけど，第二波もま

あ結構高い数値があるんですけど，早く逃げてくれということです ，今の現状。

は，津波に対しては，海岸堤防を越える部分はあるんですけども，早く逃げてく

れと，そのために町の方でこの町中のとこに高台，10 個程度の高台，地震の避難

箇所をつくるというようなことをやろうとしているという状況です。

○委員

例えばですね，河川整備がどんどん戦後進みますよね，大体コンクリート板に

， ， ， ，していくと 河口から入ってきた水が 速度がドンと速くなって 今までですね

要するに戦前までの河川整備して，あんまり進んでなくて，周りが樹木で覆われ

ているよりは，ずっと逆水のこの流れが速くなって，より奥の方に到達する時間
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が早くなる可能性はあると考えられますね。そうした場合に，意外とそのそちら

の市街地はまあそういった防波堤である程度そうでしょうが，ここの意外とこん

な所までというところまで被害に遭いかねないという恐れも無きにしもあらずな

のかなと，個人的にちょっと考えるんですが，これは素人考えですけども，その

辺河川整備ということで一方の中で，逆にそういう被害が思わぬ処にでる予測と

いうことも考えないといけないのかなと，ちょっと個人的な素人考えですが。

○委員長

そういう特に南海地震の津波によるその河口潮位の上昇というその状況をやは

り評価してですね，あるいは予測してこの中に盛り込む，ある程度数字的なとこ

ろを盛り込むべきでないかというのが○○委員のご意見ということですね。

○委員

そういうことをまず，予測していかないと南海地震対策としては言えないんじ

ゃないかなという気はいたします。

○委員長

というご意見だそうでございますので，何かありますか。

○事務局

昭和南海，多分，今改修状況をちょっと説明させていただきますと，今河川改

修はですね，この日比原を越えて今この馳馬の ．．．

○委員長

いや，あのね，そのあなた方がどういう計画をしているかっていうのは，それは

工事の方の計画の方であってね，現在はこれは基本方針をやっているわけで，その

中に数字的なものを盛り込むべきではないかということの，そこの意見に対して，

はい。

○事務局

その津波に対してですね，どの位の速度で遡上するとか，どこまでの高さで河
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川に影響あるかは，実際検討できてません。ただ，海岸のほうでは，海岸縁では

一応検証されてまして，第一波の到達が数分できて，第四波最大で 9m強というの

がくるというのは一応分かってます。それに対して，当然川の方のシュミレーシ

ョンも今後していかないといけないというのは認識しています。そういうつもり

で，基本方針としては，それを具体的にじゃぁどうだというところまで，書き込

める状況ではないので，津波に対して関係機関と連携を図り，必要に応じて対策

を行うという様にとりあえず書かしていただいております。その具体的にその津

波対策，それを完全に津波による被害を跳ね返すものなのか，それともこの今現

在海岸の方でやっているようにその避難時間を確保するためのように，例えば液

状化対策であり，この今ある堤防高を維持する，維持して第四波までの避難時間

を確保するといった程度のものになるのかっていうのは，今後整備計画の方，作

成に当たって検討していきたいという風に考えております。

○委員長

あの，だからね，その辺の所を 。．．．

○事務局

ちょっと，簡単にお答えいたします。

○委員長

ちょっと待って。○○委員がいっているのは，河川の整備の基本となるべき事項

の中に，そういった津波の影響等の定量評価結果っていうものをいれておくべきで

ないかと，その基本高水流量なんかと同レベルの数値じゃないかと，そういうこと

をいっている訳ですよ。今後，あなた方は何をしようとしているのか，そんなとこ

ろについて聞いているわけじゃないんでね，この中に文言として数値として盛り込

む意図があるのかないのか。

○事務局

非常に難しいというか，そういうような、まあ何って言うんですか，ご提案を

いただいていると受け取ってます。というのは，全国的に徳島県のみならず，や

っていく中で，その河川整備基本方針の中でその計画高水流量的な部分というの
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は反映しておるわけなんですけども，今この独自にその津波のことについて，そ

ういうのを言及している事例なんかがあるかも含めて 。，．．．

○委員

何で事例がないとあかんのですか。

○事務局

いや，事例がないと、できないというではないんですけども，表現の仕方も含

めてですね，出来るかということについて，検討のお時間をいただきたいとかい

うか 。．．．

○委員

はい。

○委員

私自身，数値で出すというのは今すぐなかなか難しいと思うんですが，やっぱ

り一番最初に言ったように，やっぱりこの太平洋に面しているこの地域の河川と

， ， ，いうのはこういう特徴があるんですよ だからそれまで そういうことを予測し

。河川整備とのその進むことによっての混在点もあるわけなんだと思うんですよね

ある意味においてですね。だから，それを踏まえてですね，次のその整備計画の

中にですね，それを反映できるような文章，文言或いはその提言が欲しいという

ことですね。それをですから，並列で書くんじゃなくて，やっぱりこの地域の河

川はこういう問題点があるんだということですね，それを強調してですね，それ

を柱に，ここの海部郡の河川整備をしていくんだという一つの柱として，あって

いいじゃないかということです。それをお願いしたいということです。

○委員長

ありがとうございました。その他 ．はい。．．

○委員

○○です。ちょうど，この 4 頁の辺りの「河川の総合的な保全と利用に関する
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基本方針」の辺りなんですけども，この中にですにね，その文章の中にはそれぞ

れ地域の住民の方と連携してという風な文言は，それぞれ書いているんですけど

も，逆に入ってはいるんですけども，漏れてしまっているんじゃないかなという

ことで，逆に平成 9 年の河川法が改正されたという時点で，やはり市民参加とか

住民参加っていうことが，逆に一つの項としてあげてしまって何かそこで地域の

方々とか，色んなその関係には深く関わっていくということは，表に出してしま

ってもいいのではないかなという風なことを少し感じています。ですので，中に

良く読み込めば全て地域住民の連携を図りとか関係機関とか連携を図りという言

葉は随分出ではきてるんですけども，その中に埋もれてしまうのではなくて，基

本計画を立てていく，勿論当然そういう風に動いているんですけども，やはりこ

の宍喰川にとってどういったことが利用とか保全という風なものが地域の方々の

視点で見られているかという辺りを少し表に出されたら，いかがかなという風に

思いました。

○委員長

はい，ありがとうございました。事務局よろしいですか，その今後の対応，仕方

ある程度，予定が立っていますか，今のコメントに対して。

○委員

はい，ちょっと，同じ 。．．．

○委員長

ちょっと待ってください。

○委員

同じことなんですけど。

○委員長

そうですか。じゃ，はいはい，どうぞ。



14

第１７回とくしま川づくり委員会

○委員

色んな計画を聞かせていただきましたけど，一番大事な事だと思うんです，地

域と人との繋がりというか，先程○○が申された海陽町のキャッチフレーズ，お

っしゃいましたね，もう一度ちょっといってくれませんか。

○事務局

「自然・人・地域が調和したまちづくり 「人が出会い自然と交わるふれあい」，

のまち海陽町」というようなキャッチフレーズ。

○委員

それは住民達の方から出た言葉，キャッチフレーズですよね。

○事務局

いや，それは町の総合計画の中で，町がキャッチフレーズです。どこでも 「水，

と緑の豊かな○○市」とかですね，どこでも総合計画の中で売りというか，そう

いうものホームページ見ていただいたら出てくるんですけども，まあ，その町の

イメージをつかむところを使っているというところです 。。

○委員

いま，過疎化が進んでいるというお話でしたけれども，やはりお年寄りとかに

もこうやさしい作り方をしていく新しい発想で，今までにもない形でもチャレン

ジしてその地元の人たちに本当に利用していただけるような整備をしていっても

らいたいなと思います。あんまりにも，ハード面のその整備，現代的な事ばかり

でなく，本当に地元の人たちにとって憩えれるような場所を作るといいますか，

先程○○委員と同じような意見なんですけども，こう文字ばかりで，実際に例え

ば私たちがやっているような活動とか住民達が中心になって，なんかやっていこ

うかというような形を応援していていけるような川づくりであってほしいなと思

います。

○事務局

○○委員と○○委員のほうから，その地域住民との連携とか協働とかいうような
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事をおっしゃられとります。いま，さらっと書いとるわけなんですけども，どの程

度書き込めるのか検討してまいりたいと思います。

○委員

すいません。

○委員長

はいどうぞ。

○委員

○○です。私も，ちょっと○○さんにお答えいただいたのに続く様な形になるん

ですけれども，私，初めてなので的はずれかもしれないんですけど，今回宍喰川，

前回も 2 級河川を整備計画まで基本方針からたてられていると思うんですが，先程

も○○さんがおっしゃったあのふれあいの町とか町づくりにこの川を活かしたいと

いうことと書かれている内容がちょっと外れているじゃないかなと思ったのですけ

ども，地域の個性，基本方針(案)5 頁の所に「地域の個性の創造と地域発展に関す

る事項」というのがあるんですが，ここに書いている内容がほぼ前回の 2 級河川の

文言と同じですので，やっぱり，ちょっと河川課さんとしては苦手な分野なのかな

あというところがあります。やっぱりこういったところにも，その河川の個性をち

ょっとこう盛り込んで，例えばここだと宍喰中学校の中学生が川をプールにしてい

ると，そういったなかなかあんまり無いですよね。とそういったところの個性を出

してみるとか，広岡川かな，そういったところは川と一緒に，こう人が暮らすこと

が残っているようなことも，これは市内で住んでいる私たちがこう上げても，実態

とは即さないこういったところには地域の方々の意見とかを，ここに盛り込むべき

なのか，整備計画に盛り込みべきなのか，ちょっと私に分からないんですけども，

なるべく地域に即して町づくりに本当につながっていくようなものにされていった

らどうかなと思います。その県の南部県民局ありますよね，そういったところがや

っぱり地域との関わりというのは得意分野なのかなあと思ったので，ちょっとそこ

で県で連携とかないのかなと思いました。以上でございます。
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○委員長

県の河川行政に対するご要望ですね。今のご意見は，という風に，はい。そのほ

かどうぞ。○○委員，どうぞ。

○委員

6 頁の基本高水の 30 年に対する流量，これで過去のですね洪水，平成 2 年，10

年，14 年，18 年ですか，どの程度がそういう被害ができるのかですね，低減でき

るのか，教えていただけたら，その辺書いておくべきでないかじゃないかと思いま

すけども，具体的な目標として判りやすいと思って，560m3/sの流量でやればです

ね，例えば今まで一番大きかった平成 10 年ですか，その洪水による被害がなくな

るのを目標にしたということの言葉が必要じゃないかと，そんな計算してないんで

すか。

○委員長

どっかで検討されているんじゃないんですか。幾つかの代表的な降雨に 。．．．

○事務局

治水計画編というのがありますけども，そちらのほうで，一応治水計画編の 13

頁にですね，1976 年から 2006 年までの 。．．．

○委員長

あの，ちょっとね。ついていけないんですよ。あの，治水計画編，どの 。2．．．

の 13 頁，2 って 5 頁しかないんですけど。3 頁の話。

○事務局

すみません。3 頁のですね，ちょっと書いてるんですけども，昭和 51 年から平

成 18 年までの 31 年間で年最大流量がどれくらいかというのを一応出してですね，

統計処理，確率統計処理をやって，30 年に一回という雨は，洪水というのはどれ

くらいだというのは算出しています。それがその下の表の 3 の 1 になるんですけど

も，色々確率手法によって違うんですけども，548，毎秒 548 立方メートルから 61

8，毎秒 618 立方メートル位の流量が流れるであろうというように一応推定してま
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す。ただ，この宍喰川についてはですね，まだうちのシステムの関係もあるんです

けども，水位計が本川についてませんので，正確に大体流量がどの程度流れたかと

いうのは，把握できていません。あの，満水状態で概ね 500m3/s，下流の満水で大

体 560m3/sぐらいは流れたんだろうというように推定してますけども，実際，どう

だって言うのは，今後その水位計をつけてからの課題と考えてます。

○委員

細かいところは，とにかくそういう過去の観測データがないから無理だと思いま

すけどね，ここは目標ですから，やっぱり過去のどの位の洪水の時の雨を対象にし

ているのかというのがですね，少なくとも書けますわね。時間 68mmですか，過去

の降った雨は，この辺りが，65 か 6mmでしょ。だからそういう書き方を少なくとも

すべきじゃないですか。

○事務局

すみません，書き方は考えたいと思います。

○委員

もう一点ですね，いま，堤防が完成しているところで，内水災害がきてますね。

平成 10 年ですか。ポンプ場がないわけですか。

○事務局

平成 10 年にはなかった。

○委員

今はあるんですか。ポンプ場が。

○事務局

宍喰浦に水産のほうで漁業漁村集落環境対策というこうとで，毎秒 0．6m3/s，

平成 18 年の 10 月に供用されています。



18

第１７回とくしま川づくり委員会

○委員

それで内水は大丈夫ですか。ちょっと，小さいですね。そういうところはね，内

水についてまったくないから記述が，目標がないんでやっぱりその辺言葉を入れて

おいたほうがいいじゃないかと。

○事務局

内水被害の方も，記述の件ですけども，内水ってまあ色々先生がおっしゃてい

たように，農林地域でしたら，例えば湛水防除とか農林事業の施策，それから都

市部だったら，いわば下水道事業の等々の話になるんでね，これ宍喰川河川整備

方針っていう，本川の骨格の部分の基本方針として捉えるときにですね，それを

謳うかっていうのはちょっと，例えば整備計画の方でですね，川はこうやってい

るとかですね。

○委員

基本になくても，整備計画には入れておかないかんですね。堤防造っとるのに，

その堤防つくったら内水っていうのは当然せなあかん，内水対策。

○委員長

基本方針のアあたりでね，ちょっと内水やはりこれはもう内水，外水っていうの

は災害の両翼ですので，入れておく必要は ．はい，その他まだご意見は ． 。．． ．．

○委員

さっきはちょっと冷たく，きつくいったんですけども，実はですね，概要編の

先程紹介をしていただいた 11 頁から 18 頁あたりで，今まで以上，今までの基本

方針よりつっこんだ内容になっていて，なかなかいいやと実は思っているところ

もあってですね，あまり落ち込んでいただく必要はないんですが，これをみると

その事務局として，県として，宍喰川の大きな課題，目標としては流砂をしっか

り確保することと，もう一つはその生物の移動をしっかり確保をしていくという

ことが目標になっているようには見受けられますね。それが，大きな項目として

頭出しできたらいいんじゃないかと思ったりもしています。基本的に宍喰浦で，

開発が進んでないでしょうし，これからそんなに開発が進む見込みもないといっ
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たら，怒られるかもしれませんけど，その負荷がそれこれ今以上かかっていくこ

とはそんなには多くは無いと思うんですけども，それを見込みながら今一番大き

な課題としては，堰に魚道がない堰があるということであるとか，それによる阻

害されている場合があるというので，それをやっていくんだということでしょう

けど。ただ利水堰の場合は，県河川課が管理しているものがないかも，あるかも

しれないので，その枠組みをいかにするかということが課題の一つであろうと。

そこの枠組みを計画の中で書き込めるかですね。また，渇水対策の情報提供とか

っていうのも最初の基本方針の方に書いてますけども，具体的な仕組み等は基本

。 ， ，計画のほうで明らかになるのかどうかと思いました ただ 環境の分からいうと

やっぱり最河口域，河口部は県に課題があると，河川改修されて浚渫もされてい

るかと，干潟とか消失してしている事は課題であると思いますし，その中で浜辺

には結構，多様な生物が残っている可能性があると思います。調査結果，ここに

は載ってないですけども，どんな生き物がいるのか全然わからない状態で復元し

ようがないですけども，宍喰川の河口域は結構，それは生物豊かなイメージがあ

， ，りますので 最河口域に抱えている課題とそれを改善するためのなんらかの施策

アクションとか方針っいうのがでてきたら宍喰川にとってはメリットになるんで

はないかと思います。後は，この写真と一緒に青色で囲まれている中って言うの

は，実際何かこう，これから想定される事業を見込みながら何をしていくんかと

少し書いてあって，結構突っ込んだ記述になってますけども，これはむしろ河川

整備計画という中でこういう目標とかに整理しながら，表現されていくことをお

勧めしますし，期待したいと思います。そういう，今まで以上に突っ込んでいく

んで，それをもっと明確に表現していくことが一つ 。もう少し，もう一回表．．．

現で言うと，7 頁のですね，これは環境維持流量のことですけれども，今後さら

に，一番最後の 4 番の一番最後の文章で「今後さらに調査検討を行った上で設定

する 」と断言されているんですよね。これは，どの位の期間の中でそれを調査。

して，でするのかとういうことを，もし本当にやる気があるんであれば，書いと

いたほうが良いと思うし，それは計画の方で書くべきものなんですよね。これ，

自分自身が課題であると認識されているとなって，それを如何に書こうとするか

っていうこと，ただそれはでも本当に利水で農業サイドとか利水組合とか管理し

てるものもあって，県単独では決めれないかもしれませんけども，どうやって，

ダムもないところでどうやってそういう流量を維持するのかっていう悩ましい問
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題もあって，むしろダムがないということはね，流量維持をここでしっかり人工

的に取ることが出来ないんだということなんかは，逆にそういうことで自然の流

量とかが維持されているんだということを書いていってもいいのかもしれません

し，それが宍喰川の一つの特徴になってくるんじゃないかと思います。というこ

とですかね。維持流量って，ダムないところでどうしようもないじゃないんです

か。何か手があるんですか。むしろ，ダムがないことは売りにしていっていいと

思いますし，それ自然の攪乱態勢と流砂形が維持されている，それをより効率よ

く積極的に活用していくような，生物生育の保全を推進，創造を推進していくと

いう，そういう理念があってもいいと思うんです。

○事務局

すいません，○○です。流量のところ，その 7 頁のところについてはですね，一

， ，「 」応各河川 正常流量を決めなさいというように国から言われてまして 決めない

とは書けないんです 「決めれない」ともなかなか書けないんで 「今後さらに調。 ，

査検討を行った上で」というような書き方になります 。．

○委員

それなら，ダムがないから無理ですといったら。

○事務局

それは向こうにも，同意ももらわないといけないんで，そのあたりは国土交通省

さんとの調整もあるんですけども，決めないというのはちょっと，言い辛いという

こともあったんで，こういう風に書いています。

○委員

， ， ，方針でね ダムのない河川で 幾つかここへ書けるのかもしれないでしょうし

県南の河川で幾つかあるん，のではないですか，わかんないですけど。それをこ

れからダムを作る方針もないでしょうから，作らないだと，そういう枠の中で自

然の河川を守っていくんだとむしろ，積極的にいっていくような方針もありだと

思うんです。それは，県南河川の特徴であるだろうし，清流をイメージさせるも

のの，ポイントにもなっていくので，河川行政の中で，ダムがない，治水コント
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ロール，利水コントロールが出来ないというのは，一つの負の考え方であったか

と思いますけど，それは環境面から積極的に生かせる時代でもあるので，それを

こういかに，それをそういうところで住民合意をとっていく手段とかあるかもし

れないし，仕掛けとしても使っていくのが，先程からの宍喰川の特徴として，使

っていけるのではないかと思います。

○委員

ちょっといいですか。

○委員長

ええ，どうぞ。

○委員

宍喰川の魚の調査を大分前にやったこともあるんですが，私の印象で言うと県

南の自然環境は良さそうに思われるんですけれども，魚類層は結構貧弱で，で割

と川自体もそれから周辺の土地利用も結構進んでいるんですね。流域概要編で 45

頁，河川区分検討シートで，非常に便利な表を作っていただいているわけですけ

ども，川の規模に対して横断構造物が非常に多いという特徴があります。で，魚

道も書いていただいてますし，前の方にもアユカケの遡上が難しくなっていると

いう記述もあったと思うんですけれども，まあ少なくとも魚類にとっては，この

横断構造物がこの川の場合は，かなりネックになっているだろうかと想像が出来

ます。恐らく計画の方でもっと具体的な記述が盛り込まれるんだと思いますけれ

ども，まあ魚道があっても魚道が機能してなければ意味がないですし，魚道のな

いものが中流域より上の方では，幾つもありますんで，６つですかね，そこら辺

をなんとかしないとそれほど水生生物豊かな川にするにはちょっと難しいかなと

いう気がします。それと同時に，土砂の流出がどれくらい保証されているかとい

うことも，水生生物にとっては大切ですので，確保してあと海南の養浜にも繋が

ることですので，そこら辺を意識して，しているとは思いますけれども，もうち

ょっと具体的に記述があってもいいんかなと気がします。
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○委員長

○○委員は，多分基本方針のウに係わるところじゃないかなと思いますけども，

例えば回遊性の魚類の遡上効果に配慮しと，非常にこう 。．．．

○委員

ここに書いてるのは，どこの河川にも遡上するようなことなので，入っていると

言えば，入っているですけれども。その下に，地域の個性とか，意識がなさすぎる

なと ．．．

○委員長

回遊性魚類の投下要因になるような改善を加えるとかね，そういうその，こうも

う少し具体的な行動計画がこう浮き出てくるような記述，配慮しっていうたら，こ

れは便利な言葉でですね，信用ならん。

○委員

後の概要編を読むと，一つの手法としてはアユカケの遡上が阻害されていると

いうようなことは認識されてるので，そういうのを参考にここに盛り込んだ方が

良いのか，計画の方に盛り込んだらいいのか，ちょっとわからないんですけど，

もう少し個性を意識して，した記述にできたほうがいいかなと。

○委員長

はい，ありがとうございました。

○委員

今の○○委員と関連する発言になるんですが，まあどっちかというと感想とい

う感じです。私は，川づくり委員会，ずっと最初からやってまして，今日の前半

の議論中ちゅうのはですね，何かずっとやってる気がする。そちらの事務局はで

すね，ぐるぐる代わって代わってしてですね，むしろこっちの方がですね，最初

から物言うてなんでなと感じしとんですが，やっぱり，これどういう風に記載す

るか大事だと思うんですよね。特に方針のところでね，案を示していただいてま

すけど，これ私がこう読んでもですね，具体性に欠ける皆さんの意見と同じよう
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なこう感想を持つんですが，事務局が持ってるね，方針というのはイメージ，こ

う文章からしたらね，これじゃない気がするんですよ。ほれで，我々委員は多分

ですね，その地域安全安心でですね，環境よいとか住みやすい地域を作るために

川をどう考えてるかみたいなね，すごいこう考えながら発言していると思うです

よね，事務局もですね，まあこう一つ一つ資料積み上げていって，最終的にはそ

こにたどり着くようにして，いけないんですが，多分こう日々の業務で資料を作

るのがゴールになっているような気してですね，だから我々が言っていることと

， ，そちらの考えとんが整合性がきっちりとあったらね それで良いと思うんですが

例えば今のその方針で色んなこと，我々意見言ってますけども，ここだけで方針

で書いていることでわからん，具体的なことをこちらに書いてますみたいなね，

基本方針の具体化的なところはこっち見てくださいとか，それじゃちょっとやり

にくいですけど，その辺のさじ加減をうまくしてですね，事務局の方も我々こう

言った意見を方針にこう反映するとですね，大変な作業となりますね。だから，

どうしたらいいんでしょうね。うまくしていったらいいんじゃないかという風な

。 ， ，気がします 一つは 今度ですねこれを持って行って国土交通省と協議というか

難しいこと書いてあるんで，これをクリアしないといけないことが多分頭にある

んで，だからこれを持って行って具体的なことをいっぱい書いていくとですね，

。こんな具体的なことを書くもんでないと言われたらまた削除しないといけないと

その辺は協議と思うんですが，ただ我々の意識としたら低い，さっきもアウトカ

ム的なところを中心にして，あまり過去の事例にこだわるちゅうのは私は良くな

いと思うんですが，徳島県版でですね，自信を持ってパーッと持っていくちゅう

のは良いかなと思うんで，感想と意見ということでよろしくお願いしたいと思い

ます。それともう一点，さっきの○○先生の発言で，TPの話がでできましたが，

地球温暖化でこう海面ってやっぱりあがっているんですか？ それ興味がありまし

てね，もしあがっているだとしたら，TPを基準にして色んな数字を出していくち

ゅうのは，どうかなと，ただですね，そういってもTPもあがったら一緒かなとい

， 。うところがありましてね TPもあがってこっちもあがっるんだったら一緒ですね

そこも分からないですが。ただ ．．．

○委員長

TPは，地殻変動がない限り上がらない。
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○委員

東京湾平均海面とありますけど，その数字は ．．．

○委員長

その数値は変わります。

○委員

でも，言いたいことは，地元の地域にとってこう海面，水位がこう上がってい

くんだったら，それを構えて数字出した場合と思わぬところで被害が生じるじゃ

ないかと，これをお願いしたところです。以上です。すんません。

○委員長

， ， ，ちょっと時間があれなので 応答はあとにして頂いて ○○委員からのご意見

はい。

○委員

いや，簡単なこと，○○委員さんと○○先生，環境面とのそういう調和という

ことで，具体的にはですね，河川工学とか水文学の講義を私やってるんですけど

も，あの一年間の川の流況を表す，流量のヒストグラムなんかがある訳です。流

況曲線と言いますけど。その大河川では，大体どこそこの地点では流況曲線がど

うなっているかいうのがですね，そういうのは，やっぱり環境のあたりにもう少

し役に立つじゃないかと思っているんです，前から。これは，現場ではそううま

くいっていないようで，今では流況曲線の治水では一番大きな流量ですよね，で

利水では一番小さな対応する。河川環境，生態系とか川に住んでいるものってい

うのは，流況が問題になりますよね。目標としては，流況としては，どの辺りを

設定してその整備をしとくとかですね，今のあの 7 頁の河川の正常流量の，どの

位の 10 年に一回の平均だとかですね，何年に一回の渇水の流況とかですね，なん

かそういうやっぱり具体的に考えながらこの流量をね，検討していかないといつ

までたっても決まらないじゃないかと思うんですね。そういう新しい発想って言

うんですかね，確率は入ってましたけど，流況が何か未だにこれは，水力発電の
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計画で使われたり，全く使われてないんですけど，やっぱり今となっては非常に

重要な概念といいますか，指標になりうると思うんです。ぜひ，そういうのを入

れてみられてはどうですか。

○委員

そうですね，特にダムはないから，自然の降水の絶対量で，冬場はもうほとんど

それはないですよね。夏場に集中して降る。ですから冬場でどの位水があるのかっ

てうのをやっぱり理解しとかないと，例えば魚類の生息環境がどの位維持できるか

って，さっきもその魚類の層が貧相だというのもひょっとしたら，そちらに起因す

るかもしれませんし，その辺がわかればおもしろいのかなと思いますけども。

○委員長

7 頁の括弧 4 のところに今後調査をして検討しようというような事が書かれて

おりますので，しっかりやっていただければいいんじゃないかと思います。もう

予定していた時間が大体きているんですけども，最後にもうお一人だけ，クイッ

クのご意見あれば，じゃもう最後○○君どうぞ。

○委員

あの 3 頁，1 の 3 頁ですが，空間利用としてまあ子供達がプールとして使ってい

るとかいろいろな水遊び場にしてるっていうような項目もでております。それから

キの社会環境のところでは少子高齢化が進んでいるこの古い町ですから，高齢者が

多い，津波，やはり津波に戻ってくるんですけど，津波対策は即逃げるというのが

由岐の町とか浅川とかずっと一人暮らしの高齢者を訪れさしていただいて，聞いて

みますと誰かが連れて逃げてくれないと困るっていうことですから，この孫世代と

高齢者を結びつけるような緊急のネットワークを川とか木のその続きのところに，

いち早く逃げましょうという，高いところへ，この地区では近くに山がなければ，

高い箇所を造ってあるというようなことを河川事業のソフト面での位置づけにし

て，即逃げるそういう関係，ネットワークづくりを常に築いていくソフト対策，住

民の○○委員さん，○○委員さん皆さんおっしゃられました住民パワーをそういう

ところに結集していくように，ひとつ一行入れておいたらどうかなあと思います。

以上です。
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○委員長

はい，ありがとうございました。まだ，何かあるかもしれませんけども，一応時

間が参りましたので，本日の具体的な審議と意見交換は以上にさせていただきたい

と思います。長時間にわたりまして，ありがとうございました。以上で，議事１が

終わったわけなんですけども，次括弧２その他につきまして，何か事務局のほうか

らございますか。

以上，審議終了


