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○司会

おはようございます。事務局の河川課・○○と申します。どうぞよろしくお願いいたしま

す。

会を始める前に、ちょっと資料の確認で、本日置かせていただいている９つの資料を、先

ほど事務局のほうで確認させていただいたんですが、事前に郵送で６つの資料を１つのフラ

ットファイルにとじましてお送りさせていただいておるんですけれども、もしお持ちでない

方がおいでましたら、ご用意させていただいておりますので。おいでませんでしょうか。

○○委員が交通機関の関係で少し遅れる旨、ご連絡をいただいております。

定刻となりましたので、ただ今から第９回とくしま川づくり委員会を開催させていただき

ます。

まず最初に、河川課長からご挨拶を申し上げます。

○事務局

おはようございます。河川課長の○○でございます。

委員の皆様方には、大変お忙しいところ、とくしま川づくり委員会にご出席いただきまし

て、誠にありがとうございます。

委員の中には、ご予定のあったところを変更いたしまして、当委員会にご出席いただいた

旨、伺っております。ご配慮に改めまして感謝申し上げるところでございます。

さて、このとくしま川づくり委員会も、今回が９回目を迎えることとなったわけでござい

ますが、今回から新たに５人の委員の方々に加わっていただくこととなりました。私たちが

作ります河川整備基本方針や河川整備計画に対しまして、これまで以上により多くの貴重な

ご意見、ご助言を賜ることができる、と心強く思っております。委員の皆様方、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。

本日は、明神川と福井川の河川整備基本方針案についてご意見をいただくわけでございま

すが、福井川につきましては昨年、７月１９日の豪雨によりまして１２２戸もの家屋の浸水

被害が発生しております。

県といたしましては、早期に対策を実施したいと考えており、そのためにもまずは整備の

根幹となる基本方針や河川整備計画が大変重要だ、と考えております。事務局といたしまし

ても、なお一層の努力を重ねてまいりたい、と思っております。委員の皆様方にはご意見、

ご指導のほど、どうぞよろしくお願い申し上げます。

○司会

今、課長からご挨拶で申し上げましたように、今回、５人の新しい委員の方々に加わって

いただいております。それで、事務局から委員の方々のご紹介をさせていただくことといた

します。

まず最初に、中央が徳島文理大学大学院教授の○○委員長でございます。

○委員長

よろしくお願いします。
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○司会

続きまして、徳島文理大学工学部教授の○○委員でございます。

○委員

よろしくお願いします。

○司会

次に、徳島大学工学部助教授の○○委員でございます。

○委員

○○です。よろしくお願いします。

○司会

続きまして、徳島大学大学院教授の○○委員でございます。

○委員

どうぞよろしくお願いします。

○司会

続きまして、徳島文理大学総合政策学部教授の○○委員でございます。

○委員

○○です。よろしくお願いします。

○司会

続きまして、徳島大学工学部教授の○○委員でございます。

○委員

○○と申します。

○司会

続きまして、四国大学生活科学部教授の○○委員でございます。

○委員

どうぞよろしくお願いいたします。

○司会

続きまして、ＮＰＯ法人新町川を守る会の○○委員でございます。

○委員

よろしくお願いいたします。

○司会

続きまして、徳島大学総合科学部教授の○○委員でございます。

○委員

○○です。よろしくお願いいたします。

○司会

続きまして、財団法人国際交流協会の○○委員でございます。

○委員

○○です。よろしくお願いいたします。
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○司会

それから、ＮＰＯ法人子育て支援ネットワークとくしまの○○委員でございます。

○委員

よろしくお願いします。

○司会

続きまして、有限会社ＣＯＭプロダクションの○○委員なんですけれども、交通機関の関

係でちょっと遅れる旨のご連絡をいただいております。

それから、有限会社山岡不動産研究所の○○委員でございます。

○委員

よろしくお願いいたします。

○司会

なお、徳島大学工学部教授の○○委員と、県立博物館専門学芸員の○○委員のお２人です

けども、本日は所用のため欠席されております。

、 。 、 。以上 委員のご紹介をさせていただきました 皆様方 どうぞよろしくお願いいたします

それでは、議事に入らせていただきます。これからは委員長の○○委員長に議事をお願い

したいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

○委員長

今までは配布資料の確認をやってたんだけど、やらないの？

○事務局

一応、事務局で確認させていただきましたが、もう一度いたしましょうか。

○委員長

念のためにもう一度してください。

○事務局

本日、配布しました資料としまして、９つの資料を配布させていただいております。

まず、１つ目が本日の会議次第。

それから、２つ目が配席図。

それから、３つ目がとくしま川づくり委員会設置要綱。

、 （ ）。それから ４つ目が第８回とくしま川づくり委員会での意見 明神川河川整備基本方針

それから、５つ目が福井川水系河川整備基本方針（案）本文（差し替え分 。ちょっとタ）

イトルを書いてございませんが、１枚もののペーパーでございます。

それから、６つ目が福井川水系河川整備基本方針（案）の説明用資料。緑色の表紙の資料

でございます。

それから、Ａ３の図面で福井川水系流域図。

それから、福井川水系河川整備基本方針（案）と書いたフラットファイルを後でとじてい

ただく分を用意させていただいております。

それから、その他（報告事項）と書いた１枚もののペーパーでございます。
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以上の資料でございますが、おそろいでございましょうか。

○委員長

今の説明が早すぎたので戸惑いよる方もおられますけど。ゆっくりやってくださいよ。

○事務局

はい。

○委員

確認ですけど、これはファイルだけですね。

○事務局

はい。

今、○○委員がご到着になられましたので、改めてご紹介をさせていただきたいと思いま

す。有限会社ＣＯＭプロダクションの○○委員でございます。

○委員

よろしくお願いいたします。

○委員長

じゃあ、議事に入りたいと思います。

最初の議題ですね （１）二級河川明神川水系河川整備基本方針（案）について。これ、。

事務局から説明をお願いいたします。

○事務局

まず、明神川水系河川整備基本方針（案）対比表と書いてございますＡ３の資料をお開き

いただきたい、と思います。フラットファイルにとじてお送りした資料１と書いてあるとこ

ろを開いていただきますと、Ａ３版の対比表が入ってございます。よろしゅうございますで

しょうか。

それでは、明神川水系の基本方針につきましては、前回の川づくり委員会でいろいろとご

意見をいただきまして、その結果、我々事務局で修正を加えてまいりました。

この表につきましては、左端が意見等とその修正ということで、ご意見の項目とその修正

内容を簡単にタイトル書きみたいな格好で示しております。

それから、真ん中の欄が修正前、前回お示しした案でございます。

それから、右端が修正後と、今回修正してまいった欄でございます。

それで、ちょっと１ページ目が分かりにくくなって申し訳ないんですけども、基本的には

変更箇所にはアンダーラインを振らせていただきました。ただ今回、表現なんかをかなり修

正しておりますので、変更箇所すべてにアンダーラインを引きますと、アンダーラインだら

けになりまして、かえって見づらくなる、ということがございまして、大きく固有名詞が間

違っておったものの修正だとか、内容が変わるものについての修正にアンダーラインを引か

せていただいて、文章の表現を簡潔にした、というような部分については、アンダーライン

を引くことを省略させていただいております。

それから、もう１つ。大きく削除した箇所については、取り消しラインでもって修正前の
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ところを取り消しラインで消す、という対照をさせていただいております。

非常に見づらくて誠に恐縮なんですけれども、それでは個別の項目について説明させてい

ただきます。

まず、真ん中の修正前の欄をご覧いただきますと、５行目の「ウチノ海」というところに

アンダーラインを付してございます。これについてはよく調べましたら、小鳴門海峡に注い

でおりましたので、修正してございます。

その３行下に修正前のところの四角のカッコで囲んだ「下流部」と書いているところがご

ざいます。このへんからは文章の順序が変わっておりまして、この「下流部」というところ

は、右の欄で申しましたら、２行下がった「下流の平地部」というようなところに対応して

。 「 」 、おります 次には 明神川流域は で始まっている四角で囲んだところがございますけども

それは、右の修正後のほうで申しますと、４行ほど上に上がった「明神川流域は」と四角で

囲んだところに、ちょっと文章の表現上、順序が変わっているところがございます。

、 。そのへんで大変見づらくなっていると思いますけども どうぞよろしくお願いいたします

前回、文章表現の重なりを避けて、箇条書きを目指すくらい簡潔な表現で、というようなご

意見をいただきまして、そういう意気込みでできるだけ簡素な表現に改めました。

それから、句読点がちょっと少なくて読みづらい。それから、固有名詞に振り仮名なんか

がなくて読みづらい、というような点がございましたので、そういう部分の表現の修正をし

ております。

表現の修正については、たくさん箇所がございますので、後でご覧いただくこととしまし

て、内容の変わっているところについて説明させていただきます。

修正前のところで、ちょうど真ん中あたり、アンダーラインがございます「本水系の治水

・利水・環境についての意義はきわめて大きい」という表現をしておりました。この「治水

・利水・環境についての意義」という表現は、余り一般的な表現ではなくて、一般の方には

、「 」 。お分かりづらいと思いますので 流域の重要度 という表現に改めさせていただきました

それから 「きわめて大きい」という表現でございますけども、重要度にしましたら明神、

川は３ｋ㎡くらいの小さな流域でございますので、他の河川と比べて著しく重要度が高い、

とまでは申し上げられません。

それで、ただ交通網の整備ですとか、流域の状況の重要度が高まってきたことは事実でご

ざいますので、ここでは「流域の重要度は高くなっている」という表現に改めさせていただ

きました。

なお、全体の流域の重要度の規模でございますけども、小さな流域でも重要度が少し上が

ってきて、県下の標準的なグレードのグループには入ってきたのではないか、と思っており

ます。

続きまして、②の項目でございますけども、真ん中の修正前の欄を見ていただくと、この

四角カッコで囲んでおるところにつきましては、後段にも再び出てまいりますので削除をさ

せていただいております。
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それと、②の自然環境のところ全体でございまして、生物名をかなり羅列するような格好

で前回、記述をさせていただいておりましたので、生物名につきましては、環境を特徴づけ

るような種であるとか、特に明記すべき種にとどめまして、簡潔に表現するように、という

ようなご意見をいただきましたので、次の２ページ目をお開きください。

かなりの部分を削除しておりますけども、以上のような趣旨から簡潔な表現に改めてござ

います。

ちょっと上のほうから１例をご紹介しますと、上の３行くらいのところについては、代表

的な種に限定して記述する、ということで省略させていただいております。

その次の、上から４行目、５行目、６行目ぐらいのあたりは、河川そのものではなくて周

辺の水田の記述であったり、一部区間の記述である、ということで簡潔にするために削除を

させていただいております。

２ページ目のほうは、主にはそういう代表的な種に限定して記述ということで、かなりの

部分を削らせていただいております。

、 「 」 、 、それから 真ん中へんの ウチノ海 というところのアンダーラインは 先ほどと同じく

こちらのほうの記載間違いで 「小鳴門海峡」の誤りでございました。、

２ページ目のところについては、以上のような修正となっております。

続きまして、３ページ目をお開きください。

３ページ目の上から２行目、３行目は、先ほどと同じく簡潔な表現にするために、ちょっ

と削除をさせていただいております。

それと、⑤の社会環境のところで「平成１３年現在」というところで「平成１３年」にア

ンダーラインがございますけども、これも私どもが資料を再度チェックいたしましたら、中

身については「平成１２年」現在の値でございましたので修正をさせていただきました。

それから、⑤社会環境の下３行につきましても、流域の概要で同じことを記述しておりま

すので、このへんについては省略させていただきました。

続きまして、４ページ目でございます。

ここにつきましては、⑦水利用と空間利用の項目のところに「明神川は」というところに

アンダーラインを付させていただいております。従前は「明神川は通勤、通学に利用されて

いる」というような、ちょっと適切な表現ではなかったので、明神川の河川管理用通路がそ

ういうものに利用されている、ということなので 「明神川は」という部分を「河川管理用、

通路が」通学、散策などに利用されている、という表現に改めさせていただきました。

その下の（２）河川の総合的な保全と利用に関する基本方針、のところでございますけど

も、ここで６行の削除をしてございますのは、これも同じく流域及び河川の概要のところで

既に記述済みの部分を削除させていただきました。

続きまして、５ページでございます。

５ページの２行目から４行目の部分。それから、下から９行目から１２行目の部分につき

ましては、同じく概要の部分で述べさせていただいている部分なので、削除をさせていただ
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いております。

続きまして、６ページのほうをお開きください。

ここにつきましても、重複する部分を削除をさせていただいております。

恐れ入ります。続きまして、７ページ目のほうをお開きください。

ここでは、表２－１というところで、基本高水のピーク流量等の一覧表というのがござい

ますが、ここの単位だけ ／ と書いて表現してございました。外のところは ／ といâ âsec s

う表現でございましたので、この単位記述をここでは統一させていただきました。

次の８ページのほうは、表現を簡略にしたのみで修正はございません。

以上が本文の修正の内容でございます。

続きまして、前回、ご意見をいただきました治水計画編についての修正のご説明をさせて

いただきます。

本日お配りしました資料の中の、第８回とくしま川づくり委員会での意見（明神川河川整

備基本方針）と書いてある１枚もののペーパーをちょっとご覧いただきたいんですが、２

のところに河川整備基本方針（治水計画編）に対する前回、ご意見をいただいた点が３点ご

ざいます。

まず、１）のところで、流域に最も近い鳴門の雨量観測資料があれば、これで治水計画の

検証をしてみてはどうか、というご意見がございました。

調べてみましたところ、気象庁の鳴門の雨量観測所については、残念ながら昭和５３年の

１月３１日に観測所が廃止されておりまして、近年を含めました検証データがございません

ので、やむなく現在、検証に使用しております徳島雨量観測所のデータを用いることとさせ

ていただきました。

続きまして、２）でございますが、引田雨量観測所の雨量データを用いて検証しておる参

考資料を添付しておりました。

香川県の引田でございますので、雨の少なそうな雨量観測所を用いて、何かごまかしてい

るような誤解を受ける恐れがあるのじゃないかな、というようなご意見をいただきまして、

そのご意見については、ご指摘のような恐れがございますので、閲覧用と申しますか、一般

の方々への資料にはこの部分を削除することとさせていただきたい、と思います。

委員の皆様方には、既にお配りしているので、ちょっとわざわざ削除するということはさ

せていただきませんけども、そういうふうにさせていただきたい、と思います。

それから、もう１つ。治水計画編の３）ですけども、ティーセン分割という表現が出てま

いりまして、一般の人には分かりにくいので、このような専門用語には注釈を付けたほうが

よい、というようなご意見をいただきました。ちょっと説明も難しいんですけども、その裏

のページにあるような格好で、ティーセン分割図と書いてある下に、そのような注釈を付け

させていただこう、というふうに考えております。

続きまして、３ の明神川河川整備基本方針（流域概要編）につきまして、いただきまし

たご意見についての対応でございますけども、１）から５）までご意見をいただきまして、
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、 、ちょっと説明は省略させていただきますけども そこに記述のように変更させていただいて

差し替え分を各委員の皆様にお送りさせていただいたところでございます。

以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。

○委員長

どうもありがとうございました。

今の修正案に基づいて資料２の基本方針（案）が出ておりますね。今の修正案について、

ご意見があればお願いいたします。どうぞ。

○委員

まず、簡単なところは、２ページの修正後の３つ目の文章のアマモが点在「すろ」になっ

てます。簡単な文字の間違いです。アマモが点在「すろ」になっているので「する」にして

くださいと。分かりません？

○委員長

委員のほうもゆっくり何ページのどことはっきり言ってくださいよ。

○委員

基本方針（案）対比表の２ページの 「下流部は住宅地の間を流れ」という文章がござい、

ますね。そこの中の、河口部には、アマモが点在「すろ」になってますので、修正したほう

がよろしいですと。

もう１つあるんですけど、５ページです。一番最後の段落で「明神川水系では」というと

ころですね。環境の整備と保全に関する事項でございますが、ここの最後の締めが「配慮す

る」で終わっていて、外は「努める」なのに、ここは「配慮する」になっているのは、何か

意図があるんですか。

○委員長

どうぞ。

○事務局

意図はございません。表現の違いでございます。

○委員

「努める」のほうが感じとしては強い感じがするんですが。

○委員長

そうですね、普通は。

○委員

外は全部「努める」になってるね。

○委員長

ただ、その「努める」なんだけどね、いわゆる通勤、通学路になっていて、親水性に乏し

い、と書いてあるでしょう。つまりコンクリートの長方形断面なんです。明神川がどうして

長方形断面にしてあるかと。うっかりそれを台形断面とか親水護岸にすると危ない場合があ

ります。
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というのは、射流区間であれば、もしそれを検討してみて、射流になるようだったら長方

形断面にしておいたほうが安全ですから。衝撃波が発生しまして、それがいつまでも続くと

いう。衝撃波が発生するとあふれますから。

外に、どうぞ。

○委員

１つだけ。前回、振り仮名を付ける、と言ったんですけれど、ちょっとねえ。徳島とか鳴

門は、２回目はカットしてもいいんではないかと。最初の言葉ぐらいでね。ごく専門的なの

。 、 。はいいですけどね 小鳴門橋とか徳島とか鳴門程度であれば 最初もいらんぐらいですけど

まあ、最初１回付けて、２回目以降はカットしていいんではないか、と思います。

場合によったら、難しいのでも章の最初だけ書いて、あとの章はカットしてもいいんじゃ

ないか、と思いますね。全部入れると読みづらい感じがするんですね。そんな感じがしまし

た。

○委員長

私が申し上げたことは、担当者が頭の中に入れておいてくださいよ、ということです。

外にどうぞ。新しい委員の方は、ちょっと何が何だか、お困りかと思いますけど。

○委員

すみません。さっきの「配慮する」を「努める」に直していただけるんですか。

○事務局

はい。

○委員

今は、このページについての、こういう修正案と修正前後に関してのディスカッションな

んでしょうか。それとも、次の資料２についてずっと読んでいく時に発言してもいい、とい

うことですか。

○委員長

この修正結果として、資料２は出てきたんですね。

○委員

これについてのディスカッションか、このページについてのディスカッションなんでしょ

うか、今は。

○委員長

一緒のことやと思うんですけど。

○委員

同じですか。

○委員長

事務局、どうぞ。

○事務局

すみません。ちょっと説明不足でしたけども、この対比表がありまして、その修正後の部
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分が資料２ということで、修正後を明神川水系河川整備基本方針（案）という資料で付けさ

せていただいております。

○委員

そうしたら、この資料２についての発言でも、今の段階でよろしいんでしょうか。

○事務局

はい、結構でございます。

○委員長

資料２もやっております、ということです。

○委員

資料２もやっているんですね。

○委員長

はい。

○委員

そうしたら、この柱立てのところですけども、１という項目があって、あと両ガッコとか

①とか、いろいろな書き方があるんですが、資料の後ろのほうでは１－１とか、１－１－１

っていうような表現にしてあるんです、目次のところも本文も。

後半のような１－１、１－１－１っていうような表現方法にしたほうがすっきりするんで

ないか、と思うんですが、カッコをずっと付けていくより。目次だけについては。どんなん

でしょうか。

○委員

整合性がないわね。

○委員

何かばらばらで、資料を通して読んでいってますと、いろいろと変わってくるんです。そ

れとか、上流域っていうのと上流部、中流部 「部」を使っているのと「域」を使っている、

のが混ざっておりますことと、①②というこれを全体的に統一するということと。資料がう

、 、んと多いんですけど これは添付資料として一括して付けてページを入れるとかしたほうが

本文をすーっと読む場合は読みやすいような気もしました。

「域」と「部」ということと、２ページですと④のところに、治水事業の「沿革 、こう」

いう表現では沿革が多いんですね、先生。

○委員長

いや、いろいろあります。

○委員

、 、「 」 「 」変遷というか このごろ的に新しくしていくか 既存の っていうようなのを 過去の

っていうように書き換えるとか、このごろ的な分かりやすい表現にするか、そうでないよう

に統一するか、っていうのが１つ引っ掛かってきましたことと、３ページの⑥の景勝地・歴

、 、 、 「 」 、 「 」史等の２行目ですが 真ん中ごろ 厳島神社の分霊を奉戴 という さい は こういう 戴
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なんでしょうか。

○委員長

「たい」で、いただくという感じやね。

○委員

これは、違いますね、ちょっと。

○委員長

一般には、余り使わないねえ。

○委員

「戴」じゃなくて「斎」じゃないんだろうかな、と思いました。

○委員長

お祭りの「祭」ですか？

○委員

いや 「祭」じゃなしに「斎」です。、

○委員長

斎藤の「斎」ですか？

○委員

はい。というような感じの「斎」かな、と思ったんですけど。

それから、４ページの①の洪水・高潮等による、というその項の１行目ですが、後ろのほ

うに「既往の洪水と河川の」というのも「既往の」というのは難しい表現だなと思って。こ

れが「過去の」というようにしたらいいのかな、と思いました。

その下の行に「概ね３０年」というのを使いますけども 「おおよそ」とか、分かりやす、

い表現がいいかな、と思いました。

それと、図と表の番号付けの整合性というか、図２というのがあるんですけど、図１とい

うのがないんですね、これを見てみますと。６ページには図２－１というのが出てくるんで

すが、図１はどこを探してもないかな、という中で、図と表の統一した番号付けがあったら

いいように思いました。

それだけです。

○委員長

ありがとうございました。

事務局、どうぞ。

○事務局

今、ご指摘いただきました点につきましては、できるだけ一般の人にも見てもらわないか

、 、 。んものですから できるだけ分かりやすい表現に再度 検討して改めていきたいと思います

どうもありがとうございました。

○委員長

はい、どうぞ。
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○委員

今、○○先生が言われたんですが、誤字ですけども、２ページ目の下から２行目のところ

に「沿岸部一体」とありますが、これは「帯」ですね。外にも、どっか出てきていたように

思います。

あと、３ページ目のところに社会環境がありますけども、ちょっとデータ的に難しいかも

、 、 。知れませんが 明神川流域の産業別就業者数が出てますけども これは鳴門市全体ですよね

ですから、かえって誤解を招きかねない。

例えば、明神は農業地帯だと思うんですけども、第三次産業従業者が６割を超える、とい

うことになってくると、かえって誤解を招きかねないので、例えば、国勢調査であれば、統

計区別の統計がありますので、鳴門市なんかに尋ねられればそういったデータが得られるん

じゃないか、と思われます。

、 、 、これは このあとの福井川もそうなんですが ちょっとそういう小地域のデータがあれば

そちらのほうを使っていただきたい、というのがあります。

以上です。

○委員

先生、よろしいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

同じく２ページの上から７行目なんですが 「外来魚であるオオクチバスやブルーギルが、

増加し」とありますが 「増加」っていうのはちょっと 「増殖」とか「繁殖」とかのほうが、 。

いいように思うんですけど。

それと、地理的とか、社会的環境とか、いろいろ分けてありますが、先生がおっしゃいま

した人口がどの程度このへんに密集しているかというか、その人の様子が見えてこないよう

な気がするんです、全体的に。それで、そういう資料もちょっとどこかにあればいいかな、

と思うんですけども。

○委員長

はい、どうぞ。

○事務局

今、ご指摘がありました明神地区だけのデータという件については、もう一度、再度調べ

まして、そのへんの資料があればそういうふうに変更したいと思いますので、どうぞよろし

くお願いいたします。

○委員長

外にご意見はございませんか。

今、いろいろご意見が出ましたけど、今のご意見を事務局が整理して、そして修正して、

それ以後、事務手続きを進めていきたいと思います。
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確認は、委員長が確認することとしてよろしいですか、今の。

○委員

結構です。

○委員

ついでにね、４－３という産業構造というところがありますね。ここは、まだですか。資

料３の４－３というページが打ってあるところです。ここは、まだいってないわけ。明神川

のいろいろな動物の写真のある次ですね。

ここはもう入っているわけ。ここは、まだこれから説明があるんですか。

○委員長

全部入っています。

○委員

ちょっと気になったんだけどね。４－３のちょうど図のちょっと上に、流域内の山では梨

の栽培が「さかん」であると。これ仮名で書いとんですけど、普通、こういう書き方するん

ですかねえ。出典： 鳴門市勢要覧２０００ 、そのすぐ上の行ですね。こんな言い方するん「 」

、 。 「 」 。 。ですかね 普通 仮名で さかん と書いとるでしょう 何とはなしに違和感を感じますね

○委員

梨の栽培が盛んなのは木津のほうなんで、ですから、確かに山の上のほうにはちょっと果

樹園があるんですが、それは「見られる」ぐらいの表現のほうがいいんじゃないかな、と思

います。

○委員

そのほうが実情に即しているかも知れませんね。

○委員長

何か卒論を手直ししているような感じやね。

○委員

いやいや、あのあたりはよく通りますからね。

○委員長

どうぞ。

○委員

ちょっと確認しておきたいんですけども。私、前回休んでいたので議論が終わっているの

でしょうけれども、先ほどの資料２の４ページの河川環境の整備と保全に関する事項、のと

ころです。

そこの中の１段落目の最後の文章で「今後の河川整備に当たっては、動植物にとって良好

な生息・生育空間となるよう配慮する」という文章の意味なんですけれども、それは、そう

、 。いうふうな良好な生育・生息空間をつくるような河川整備を行っていく という意味ですか

それとも、これから土木工事とかをする時には、全部破壊するのではなくて、こういう生

息空間にも配慮するような工事を行う、というような意味なんですか。
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○事務局

実を申しますと、明神川は古くから改修してきましたので、下流はコンクリート張りにな

ってるんですけども、近年の河川整備ですと、土の部分で造ったりとかいうようなことで、

これまでのようにコンクリートで張ったりというのはしませんよと。平たく言ったらそうい

うことで、動植物に配慮してやっていきますよ、という意味なんですが。

○委員

河川整備の在り方としては、治水と利水と環境の３本柱になっていて、環境そのものに特

化した整備もあっていい、と私は思っているんですね。

今の意見でいうと、ただ治水工事をする際に環境にも配慮する、という言い方になるのか

な、と思ったので。

○事務局

そういう意味でございます。

○委員

むしろ、そうではなくて、生物の生育地が回復するような整備も行う、という意味ではな

いのですね。

○委員長

私の発言もきいてますよ。災害が起こった場合は、直のアレね。

○委員

だからそれは、配慮しながら工夫すればいいだけの話なので。

○委員長

うまくそれは生物学者と相談してと。

○委員

治水だけではなくて、環境がメインの河川整備工事というのはこれからある、と私は思っ

てるんですけども、そういうことがここに盛り込まれていたらうれしいなと。

○委員

ちょっといいですか。今のと直接関係があるんですけどね。多自然型工法とか、近自然型

工法というのを一般的に言いますね、そういう言葉。だから、環境に配慮して、と言うとそ

ういう要素が入ってくるわけでしょう。

だから、どこかにそういうことも入ってきてもいいと思うんですけどね。配慮する、と言

うたら極めて弱いですね。考えてやってますよ、というだけやけども、工法として近自然型

工法とか、あるいは多自然型工法とかいう言葉が、やっぱりこれからの河川整備には入って

きていい、と思いますね。ですから・・・。

○委員長

途中で遮るけど、良好な生息・生育空間、とちゃんと書いてますからね、大丈夫です、そ

れは。

○委員
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いやいや、いいですけど、それは言葉のあやで、強さがないんですね。災害防止というこ

とも大事ですけども、最近、大概のところで多自然型工法とか、そういう言葉は常に使って

ますね。全国的な、どこの情報を見てみても。だから、そういうのをどっかに盛り込んでお

いたほうが、はっきりするんでないかな、という意見です。

○委員

。 、 。私も今の意見に賛成です 良好な生息・生育空間というのが どういう形のものかという

そういう基本的に今、○○先生が言われたように環境とか、そういうものも配慮するとか、

何かそういったような具体的な文言がここに入ったほうが、より一般の方には分かりやすい

んじゃないかな、という気がいたします。

○委員長

どうぞ。

○事務局

具体的なところというのは、次の段階の河川整備計画という段階がございまして、実を申

しますと、この河川整備基本方針の部分は、理念と申しますか、背骨の部分でございますの

で、余り具体的な記述はなくて、理念的なことを示している、という状況です。

具体例がなくてお分かりにくい、というところはあろうかと思いますけども、そのへんは

整備計画の段階でもっと分かりやすい形で記述をしていきたい、と思います。

○委員

私が聞いているのは、理念としてどう考えているか、ということを聞いてるんですが、理

念だからこそ僕は大事だ、と思っているわけです。余りこれ以上こだわりませんけども、今

までの委員会でもずっと申し上げてきたことは、取りあえず整備方針という計画が、既に決

まっている中でこれは動いてますよね、どちらかというと。

その次を考えると、環境を復元する、という事業が計画の中にあってもいいはずだ、とい

うことを申し上げているだけで、そういうことを県のほうで考えていただきたいと。それを

理念として位置づけてほしい、ということを私はお願いしているつもりです。

○委員

先ほど○○先生も指摘された３ページ目のところに、例えば親水性が低いとか、これは動

、 、 、植物だけじゃなくて 人間生活にとっても必ずしも良好な環境ではない 河川環境ではない

ということは前に書いてあるわけですね。

ですから、そういうことでいきますと、いわゆる自然環境だけじゃなくて、我々の生活環

境にも優しい、そういう河川づくりをするんだという、そういうところが前向きなのか、た

だ文言として配慮するというだけなのか。そのへんの姿勢というのがこれから大事になるの

ではないか、ということの指摘だと思うんですけどね。

ですから、これは基本方針ですから、なおさらそういう理念的なところを出してもいいん

じゃないか、というのが多分、今の発言の趣旨じゃないか、と思います。

○委員
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いいですか。

○委員長

はい。

○委員

考えをお聞きいただければいいんですが、もう１つ。資料３は入っていると思ってなかっ

たので、あとにしようと思ってたんですけども、資料３の、まず２－１ページですが、この

３段落目 「明神川の植生状況について、潜在植生をみると」という段落がありますね。。

そこでは、潜在植生というのは、現状では分布してない植生も含めていうものですけれど

も、実際にヤブツバキクラス域であって、ミミズバイスタジイ群集とかカナメモチコジイ群

集が潜在自然植生としては存在するのか、成立するのほうがいいかも知れません。

その次の文章で 「河口部周辺では塩沼植生のフクド群集・シオクグ群集地の分布がみら、

れる」って書いてあるんですが、これ実際に分布している、っていうふうに読めますね、こ

れ自体は。これ、存在してるんでしょうかね。

外のところで言うと、アマモぐらいしか出てこないんですけども。もしフクドとかシオク

グ群集があるのであれば、結構大事な群集かも知れないな、と思いますので。

○委員長

、 。 。このへんは あとで○○委員に詳しく聞いてもらって ここでやっても仕様がないですね

○委員

はい、そういうように指摘しておきます。

もう１つ。じゃあ指摘事項としては、２－２の植生図が入ってますけども、これ凡例にシ

コクシラベとか、剣山の上にしかない凡例も全部入ってますね。

ここに取り上げられている周辺の凡例だけにしたほうがいいかと思いますので、変更した

ほうが分かりやすいと思います。

○事務局

はい。ありがとうございます。

○委員長

ワープロミスみたようなのをきちっと直して、皆さんのご意見をちょっと度忘れして分か

りかねる、いうのはまた聞きに行って、そして修正して、それを私が修正した箇所をチェッ

クする、ということでよろしいでしょうか。

○委員

はい。

○委員長

じゃあ次、福井川のほうにいきましょうか。福井川の計画のほうを、事務局、ご説明をお

願いします。

○事務局

準備がございますので、ちょっとお待ちください。
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すみません。パソコンが自動バックアップに入りましたので、しばらくお待ちください。

同じものを緑の説明資料と書いた表紙のものをお配りさせていただいております。

○委員

これ、事前に皆さんに配られて読んでるわけでしょう。ですから何かおかしいところがあ

れば先に指摘をしてもらったらどうですか。文章とか内容とか文言とかね。そのほうが早い

でしょう。

○委員長

新委員がおられて、ちょっと復習せんと。

○委員

新委員の方には送ってないんですか。

○委員長

いや、送っても新委員の方は意味が分からんでしょう。

新委員がおられるので、基本方針とか整備方針とかいう、それでこの委員会の性格という

ものをちょっと説明できない？

○事務局

実を申しますと今回、新しい５名の委員の方に加わっていただくことになりましたので、

私どもとしては、個別にそういうあたりをご説明はさせていただいたんですが、改めてそれ

では少しだけご説明申し上げます。

ちょっと資料なしで説明させていただきますと、河川法が平成９年に改正になりまして、

住民の意見を反映しようという面と、それと河川環境というものが新しく目的に入ったわけ

なんですけども、今回、委員会でお願いしております河川整備基本方針、河川整備計画と申

しますのは、まず、河川整備基本方針というのは、河川管理者が作るものでございまして、

河川の整備に対する基本の部分、骨組みと申しますか、根幹の部分の記述をしたものでござ

いまして、河川法の大事な３つの治水、利水、環境、この３本柱について、それぞれ基本的

な方向を記述する、というようなことでございます。

治水のほうについては、その川をどのくらいの安全度にするか、というような安全度を決

める、というのが主なことになります。

利水については、水の利用の適正を図るための基本的なこと。

それから、河川環境の整備と保全。新たにすばらしい河川環境を造り出していく、という

のもございますし、それから、従前のよいものを保全しよう、というのがございます。いず

れにしてもその３つについて根幹的な方針を定める、というのが基本方針でございます。

その次に、河川整備計画といいますのは、その骨組みに沿いまして、肉付け、肉や皮の部

分を付けていく、具体的な整備計画ということでございまして、具体的にどういう断面にし

ていく、川の断面をこういうふうにしていく、どの箇所をどういうふうに整備していく、と

いうことを今後、ご意見もお伺いしながら整備計画を作ってまいります。

その整備計画を作る時には、住民の意見を反映する、という必要もございまして、住民の
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意見募集ですとか、それとか公聴会、説明会なんかも必要とあらば実施していく、という性

格のものでございます。

簡単でございますけど、それで今回の川づくり委員会は、その２つの計画を作るのに対し

まして、皆様方にご意見をいただく、というような委員会となってございます。

こういう委員会形式のものには２種類ございまして、１つは法令とか条例なんかで設けら

れた諮問機関というようなものも別の種類としてございます。

この川づくり委員会はそういうものとはちょっと違いまして、皆様方、学識者の方々から

専門的な観点からご意見をいただきます。計画自身は我々、行政側が作る、というような種

、 、 、のものでございまして 私ども下手な文章の部分もあるんですけども そのへんのところも

作成者の我々が責任をもってやっていく、というようなことでございます。

以上でございます。

○委員長

じゃあ、お願いします。

○事務局

それでは、福井川の河川整備基本方針についてご説明をさせていただきます。

まず、福井川の流域の概要でございますけども、流域面積が３３ｋ㎡ぐらい。それから、

幹川流路延長が１４ｋｍということで、県内の河川でいったら小河川、規模の小さな河川の

部類に入ります。

それで、位置は、阿南市の南部に位置してございます。もし見づらいようでしたら、お手

元の資料のほうをご覧ください。

それで、流域の地形でございますけども、北東部が橘湾に面しておるほかは、ぐるりを山

に囲まれておりまして、山地が８割を占める、というような地形でございます。

それから、流域の気候でございますけども、もちろん夏に雨の多い太平洋側気候でござい

、 ， ， 。まして 年間降水量は２ ０００ｍｍから２ ５００ｍｍくらいの範囲の場所にございます

特にこの地域は、短時間に非常に集中豪雨が多い、というようなことが特徴にあげられま

す。それで、過去に何度も集中豪雨に見舞われて、甚大な洪水被害を受けている、というよ

うな特徴がございます。

続きまして、流域の自然環境でございますけども、まず、上流域でございます。上流域に

は、既に福井ダムというダムがございまして、そのダム湖がございます。

それから、そのダム湖よりさらに上流域でございますけども、このへんは、流路が自然に

蛇行する、瀬と淵が残っている、というような良好な環境のところがございます。

それで、それらの瀬にはオイカワですとか、カワヨシノボリ、それから淵のほうにはカワ

ムツだとかギンブナとかいうような魚類が生息をしております。

、 、 、 、それから 福井ダムができておりますので ダム湖がございますけども ダム湖の中には

残念ながらオオクチバスですとか、それからゲンゴロウブナというような外来種が確認され

ておりまして、従前の生態系のかく乱が懸念されております。
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ただ、ダム湖周辺には、たくさんの樹林が残っておりまして、エナガなんかの鳥が多く見

られまして、それから、○○なんかもダム湖の中に餌を求めて飛来してくる、というような

状況でございます。

それから、中流域になりますが、中流域にはところどころに農業用の堰がございます。堰

の上流なんかは緩やかな流れになって、植物が覆い被さってきている、というような環境が

ございまして、この中流域では、特徴的な魚類としては、○○という徳島県のレッドデータ

ブックに載っているような魚が局所的に生息をしております。

ただ、先ほどダム湖でもありましたけども、オオクチバスなんかも出てきておりまして、

そのへんの食害といいますか、そういう懸念もございます。

、 、 、それから 緩やかな深みもあるということで ○○とかカマツカなんかの魚がおりまして

堰上流の緩やかな流れのところにはカイツブリなんかも見られる状況です。

さらに下りまして下流域になりますと、下流域には大原堰という堰がこの矢印の位置ぐら

いのところにあるわけなんですけども、これより下流の河口までの部分は潮水が入ってくる

汽水域となってまして、大原堰よりも上流側は淡水域になっている、ということでございま

す。

まず、大原堰より上流の流れの緩やかな淡水域のところにはテナガエビ、シロタニガワカ

ゲロウ、○○などが生息しておりまして、大原堰よりも下流になりますと海水が入ってまい

、 、 、りますので スズキなんかの海水魚だとか 干潮時には干潟が出現することとなりますので

干潟の中には○○とか、さらにはそれを求めてサギ類が飛来してくる、というような状況が

ございます。

それから、干潟の周辺にはヨシが広がっている、という状況でございます。

次に、福井川の水質でございますけども、大原堰から上流が水質汚濁に係る環境基準のＡ

類型という基準に指定されておりまして、水質的には、この基準を十分満足する良好な水質

を保ってございます。

、 、 、続きまして 治水事業の沿革ということで まず過去の災害についてでございますけども

福井川につきましては、過去に短時間に非常に激しい豪雨に見舞われた、という経過がござ

います。

この表の一番上の昭和２７年３月２２日、これは３月ですので台風ではなく、低気圧によ

る豪雨でございますけども、この時には時間雨量１６７．２ｍｍという、当時の時間雨量の

日本記録となるような集中豪雨に見舞われ、この時には床上浸水が３０５戸、それから床下

浸水が１３０戸、さらには死者とか全壊家屋なんかも出ておるということで、非常な大災害

に見舞われております。

その後もおおむね５年に一度くらいの格好で度々、洪水被害に見舞われておりまして、昨

年、平成１５年の７月１９日ですけども、この時にも大雨によりまして、この写真はその時

の下流域の状況でございますけども、一面が白海のようになる、というようなことで、床上

浸水が４４戸発生しております。
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この時、浸かった範囲の状況は、この水色で示してあるようなところでございまして、下

流域は堤防ができてなかったり、堤防が低かったり、というところがございますので、この

写真の下のほうの区域なんかは福井川の水が氾濫いたしまして、床上浸水とかが出てまいっ

た、というようなことがございました。

そのような観点から、これまで治水事業をやってまいりまして、これまでやってきた治水

事業といたしましては、昭和５４年に上流のほうで福井ダム建設事業に着手をしておりまし

て、この事業につきましては、平成７年に完成しております。

それから、同じような時期、昭和５６年に福井川広域基幹河川改修、通常の河川改修事業

でございますが、現在、全体６．５ｋｍの計画区間のうち、大体２ｋｍぐらいの区間ができ

ておりまして、まだまだ整備途上である、というような状況でございます。

それから、流域の社会環境でございますけども、このへんの代表的な、特徴的な産業とい

たしましては、タケノコの産業ということで、県下のかなりの割合の出荷量を占めておる特

産地でございます。

それから、ご存知のように福井川周辺には火力発電所ですとか、製紙パルプ工場、それか

ら化学工場なんかの、流域近郊には大型工場などが進出しております。

続きまして、歴史・文化財・観光資源ということでございまして、ここに書いてございま

す金比羅神社ですとか、線刻弥勒菩薩像なんかの文化財などがあります。

それから、福井ダムができた後、周辺に福井ダム公園も設けられておりまして、これも一

つの観光資源といえるようなものになってございます。

続きまして、福井川での水の利用でございます。福井川の水の利用といたしましては、農

業用水の利用がございまして、現在、中流域に６基ほど農業用の取水堰がありまして、取水

をしております。

過去には、昭和５２年とか５３年だとかには渇水被害に見舞われた、ということがござい

ますけども、平成７年にダムが完成した後は、そのダムの貯留水の補給もある、ということ

で、現在は、水不足を解消している、という状況にございます。

それから、空間利用といたしましては、先ほど申し上げましたように、毎年５月に福井ダ

ム祭りというのを地元の商店会ですとかＰＴＡさん、それから県のダムの管理の部門とかで

一緒に開催しております。この地域には珍しく１，０００人規模を集めるようなダム祭りな

んかを開催する、そういう場として利用されているのと、小学校の卒業記念植樹なんかも兼

ねておるわけなんですけども、カブトムシが育つ森を造っていこう、ということでカブトム

シの森の植樹というようなことを続けてございます。

それで、河川の総合的な保全と利用に関する基本方針に入りまして、まず、徳島県の川づ

くりの基本理念といたしましては、ここに書いてございますように安全、安心、それから環

、 、 、 、 、境 活力 というものを掲げてございまして 福井川におきましても この基本理念の基に

恵まれた自然環境を有し、安全でうるおいと親しみを与えるふるさとの川、を目標として治

水、利水、環境をバランスよく整備していきたい、と考えております。
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その中のまず治水の部門でございますけども、洪水・高潮等による被害の発生の防止又は

軽減に関する事項でございます。

福井川の河川の規模、それから流域の資産の状況、県内的な指標とのバランスで考えてみ

ますと、ほぼ標準的な重要度にあるんではないかな、と考えております。

これに加えまして、昭和２７年とか、これまで度々受けてきました過去の洪水の規模なん

かを勘案いたしますと、おおむね５０年に１回程度発生する規模の洪水に対処することが妥

当である、と考えてございますので、計画規模としてはおおむね５０年に１回程度、という

ことに対して洪水を安全に流下する、ということにいたしております。

それから、２つ目でございますけども、高潮に関してでございますけども、ここでは既往

最大級の高潮に対しても被害を防止できるように、ここではチリ地震の時の潮位が、既往の

潮位としては最高なんでございますけども、そういう高潮に対して被害を防止していく、と

いうことでございます。

それと、実は皆様方に資料をお送りさせていただいた後に、県から南海地震の津波に対す

るシミュレーション結果なんかも発表されたわけなんですけども、南海地震の津波に対しま

しても、被害を軽減していく、という方向を考えております。

それから、もちろん川の整備をいたしましても自然災害のことですので、それを上回る洪

水ですとか、堤防がまだできていない間に訪れる洪水というものがございますけども、そう

いう洪水に対しましても被害を軽減する、ということを考えていきたいと思います。

続きまして、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ことでございますけ

ども、ここでは水の利用というものに対して、現状で大きな問題が生じておりませんので、

これまでの効率的な水利用と現状の河川空間、それから流況の維持に努めていく、というこ

とにしたいと思います。

続きまして、河川環境の整備と保全に関する事項でございますが、川とのふれあい、それ

から環境教育の場として重要でございますので、水辺の空間の整備をすること。

それから、動植物の良好な生育・生息空間に配慮していくこと。

それから、河川愛護の定着と啓発、現状の良好な水質を保全していく、という３項目を定

めております。

最後でございますが、地域の個性の創造と地域発展に関する事項といたしましては、地域

の実情に応じた川づくり、ということ。

それと、地域の河川に関わる取り組みを促進、支援していく、という２つの方向を定めて

おります。

続きまして、洪水に対する安全度でございますけども、先ほど申しましたように昭和２７

年３月豪雨なんかの洪水等の、既往の洪水の状況を踏まえまして、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いたしまして、基準地点といたしましては、下流の湊橋

地点におきまして、流量を１，０１０ といたします。m/s3

その洪水に対しまして、上流の福井ダムで４７０ の洪水調節を行いまして、下流のm/s3
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河川については５４０ の流量が流れてくる、という配分の計画をしてございます。m/s3

それで、流量の配分の状況は、それが各地点での流量を記載したもので、基準地点では５

４０ と、上流の元末地点で２９０ としております。m / s m/s3 3

次に、主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項でございま

すけども、大前提としまして、河道は必要に応じて拡幅をいたしまして、河道の横断形は現

在の形状を踏まえて河川環境の保全に配慮していく、ということでございます。

下の表にございますのは､湊橋地点での計画の高水位で､Ｔ．Ｐの２．２５ｍ、それから川

。 、 ． 、幅については７３ｍでございます 上流の元末地点につきましては 高水位が１５ ８７ｍ

それから、川幅のほうは２９ｍでございます。

それから、先ほど申しましたように高潮の被害に対する計画高潮位ということで、Ｔ．Ｐ

の３．４２ｍ、これが実績の、過去最大のチリ地震時の潮位でございますけども、これを計

画高潮位といたします。

それから、近年、発生が予想されております南海地震の津波対策については、今後、検討

を加えていくものといたしております。

最後に、主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関する事項で

ございますけども、先ほど申し上げましたように、現状では水利用についての問題が特に生

じておりませんので、流水の正常な機能を維持するため必要な流量については、当面、設定

を行わず、今後の流況等の河川の状況の把握、それから動植物の保護、景観、流水の清潔の

保持などを考慮いたしまして、今後、さらに調査、検討を行ったうえで決定をいたしたい、

と考えております。

それで、最後に南海地震対策のことについて、補足説明をさせていただきます。

今日お配りした資料の中で、特にタイトルを打ってございませんけども （３）主要な地、

点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事項、と書いてある７ページ目の

差し替えをお配りさせていただいたんですが、上から８行目のところにアンダーラインをさ

せていただいていまして 「さらに、南海地震による津波対策については、今後、検討を加、

えるものとする」ということを、今日差し替えで資料をお配りして、加えさせていただいた

わけです。

皆様方に今回の資料をお送りした時点では、先週、県が発表しました南海地震、東南海地

震が同時に発生した場合の津波の浸水予測結果というのがまだ発表されておりませんでした

ので、皆様方にお送りして、今日お示ししている資料といたしましては、この津波に対する

検討というのはできておりません。

それで、私どもも今後、この津波が福井川の下流域の部分の各地点でどんな高さになるの

か、それから、どんな対策が必要なのか、ということにつきましては、今後、十分検討を加

えていきたい、と思ってございます。

それで、本日そういうようなアンダーラインを付しましたような今後、検討を加えるもの

とする、という差し替えの資料をお配りさせていただいたわけでございます。
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ただ、今回の南海、東南海地震の津波が襲来する河川といいますのは、もちろんこの福井

川だけではございません。県下にもたくさんの河川がございまして、この対策を講じるとい

うのには、いろいろな検討が必要でございます。

それから、川だけで防げる、というものではございませんで、海岸ですとか、港湾とかい

うような沿岸施設の管理者といろいろ協議、検討、それから協調していくことも必要でござ

いまして、これからどのくらい検討時間がかかるのか、今はお示しできる状況にはございま

せん。

一方、この福井川では去年にも１２０戸もの浸水被害が生じて、中流から上流についての

治水対策も非常に急いで進めなければならない、という事情もございます。

私どもは、今回の福井川の河川整備基本方針におきましては、この南海地震の津波対策に

ついて今後、検討を加えるものといたしまして、基本方針はこの文章で進めさせていただい

て、そして検討を行いまして、その行った後に地震に対する対応については再度、皆様方に

お示しをし、ご検討をさせていただきたいな、というふうに考えてございます。

以上でございます。よろしくお願いします。

○委員長

ありがとうございました。

今の差し替えは、資料４の７ページへ突っ込んだらいいんですね。

じゃあ、ご意見とか修正なんかありましたら、どうぞ。

○委員

いいですか。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

細かいところが幾らかあるんですが、２ページの水質というところがございますね。

○委員長

資料、何番ですか。

○委員

一番最初のやつやから、資料４ですね。２ページの上から１０行目ぐらいに水質というの

がありますね。福井川は二級河川で類型指定でＡ類型になっている、ということなんで、こ

こに近年（１９８０年～２００２年）のＢＯＤ云々が、環境基準値以下で推移している、と

こう書いておるんですね。

そして、ここには数値を入れてないんですが、資料あとのほうの７－２というところに河

川水質というのがありますね。ずーっとあとですね、資料６になりますか。

ここにＢＯＤ､平成１２年度の水質調査結果というのを書いておって､ＢＯＤ７５％値の経

年変化（１９８０年～２０００年）ですね。また、そのちょっとあとに平成１３年（２００

１年）のＢＯＤの７５％値は１．５ｍｇ／ｌとありますね。
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ずーっと見てみますと、２００１年までのデータはこれであるんかな、と思うんですが、

資料４の２ページの水質は、近年（１９８０年～２００２年）とこう書いてますね。２００

２年のデータというのがどこにあるんかな、という気がするのと、ここの水質のところの一

番最初のところですね、環境基準値以下で推移している、というふうな。また、どっかで良

好な、とか書いてあったり、いろいろあるんですが、何か数値があるところは代表的な数値

でも平均値でも何でもいいですから、これくらいの値で環境基準値以下であると。Ａ類型を

十分満足してます、というふうに具体性をもたせたほうが、後々見る場合にいいと思うんで

すね。

ちょっときれいになったとか、汚くとかいう時に、環境基準以下ですよ、だけではどのレ

ベルか分からない。

だから、資料４には２００２年までということをここに書いてるのと、資料６には２００

１年のデータしか書いてないのと、矛盾しないのかどうか、ということも含めて正確を期し

てほしい、というのが私の意見です。

非常にＢＯＤ値、Ａ類型といえばきれいほうなんですけどね。だから、ここには後のほう

の河川数値にはきちんと具体的なことを書いてくれてます、少なくともね。前のほうは、ち

ょっと漠然としてるかなと。だから、２００２年のことを確認されて、ここの前の水質のと

ころにもちょっと、ここまで言うんならね、７５％値まで言うんなら、数値を入れたほうが

いいだろう、とこういうことです。

○委員長

どうぞ。

○事務局

ご指摘のように、２００２年までのデータを確認しまして、もう少し記述を具体的に分か

りやすくしたい、と思います。

○委員長

どうぞ。

○委員

私も水質関係ですけども、この資料６の福井川の水質の経年推移（ＢＯＤ）というこれで

す。

○事務局

はい。

○委員

これで、今の○○先生の指摘ともちょっと重複するんですけども、環境基準は確かに満た

されてますよね。けど、例えば上流側の福井ダム直下のＢＯＤは、福井ダムができた１９９

４年以降、急激に上がっていますよね。

これは、明らかにダムの影響だ、と私は思うんですが、これは環境基準以下やからＯＫ、

という話じゃなくて、やばい、と認識しておいたほうがいいと思います。
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特に上流の釘打橋のところで、上流域のダム直下でこういう環境変化が起こること自体は

大きな問題だ、と私は思いますので、これだけしっかりしたデータがあるんですから、それ

を先ほど環境流量についてはこれから検討すると。当面はしない、という方針で言ってたよ

うに思いますけども、ぜひここは環境基準以下だからＯＫではなくて、上流域なら上流域ら

しい環境を取り戻すためのことを考えるべきだ、と思いますが、いかがでしょうか。

○委員長

よろしいですね、今の。お分かりですね。

○事務局

はい。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

資料４の４ページの質問なんですけれども、よろしいでしょうか。

○委員長

どうぞ。

○委員

資料４の４ページの①というところの、洪水・高潮等による、というところで、本文の７

行目にソフト対策という言葉が出てくるんですけれども、この文言だけではちょっと読んだ

限りでは分からないんですが、説明をしていただけるとありがたいな、と思います。

○事務局

。 。 、申し訳ございません ちょっと説明不足で ここで書いておるソフト対策と申しますのは

１例を申し上げましたらハザードマップの作成ですとか、住民の避難行動、それから地域の

防災活動なんていうようなことでございます。

ただ、これは河川整備基本方針でございまして、河川管理者、私どもがやることを本来的

に記述することでございまして、実を言いますと、そういうハザードマップの作成だとか、

地域の防災活動に対して我々が支援をする、というような役割を持っておりまして、例示と

申しましたらハザードマップの作成、それから地域の防災活動への支援など、というような

ことでございまして、ソフト対策はそういう意味で書かせていただきました。

ちなみに、ハザードマップといいますのは、市町村が作るものなんですけども、もちろん

福井川がどう氾濫しますよ、とかいうようなデータは我々河川を管理している者が持ってい

、 、 、るデータなので そういう浸水想定区域とか 浸水予測図みたいなものをご提供申し上げて

それを考慮して市町村で作っていただくということで、そういう支援みたいなことを意味し

て、ソフト対策と書かせていただきました。

○委員長

これ、仲間うちで通じるだけの話ですね、ソフト対策。

○事務局
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はい。

○委員長

具体的にだらだらっと書いとったらいいよ。書き直したほうが、今いったようにね。

○事務局

はい。

○委員

やっぱり、具体性を持たしたほうがいいね。

○委員長

そう、そう。

はい、どうぞ。

○委員

ちょっと２点ほどお聞きしたいんですが、１点は、専門ではないので教えていただきたい

んですが、資料全体にわたってのことなんですが、この福井川の基準点というのが湊橋とい

う河口のほうになってますね。

で、先ほどのパワーポイントの図、この添付の資料で見ていきますと、例えば、真ん中あ

たりに福井川の浸水区域の状況で、昨年の浸水被害の区間がありますよね。これ見ていきま

すと、大体その浸水が起きてるのは、内水災害みたいですけども、椿地川との合流地点です

よね。

にもかかわらず、椿地川の直下にある大西橋とか、汽水のちょうど境目である大原堰、な

ぜそのあたりが基準点にならないのか、というふうな疑問点があります。

で、湊橋だとぐるっと蛇行して、もうちょっと流下したところにもかかわらず、なぜそこ

が基準点として設定されているのか、ちょっとそのへん、専門家でないのでお教えいただけ

ればと思います。

○委員長

それは難問ですね。

○事務局

お答えになるかどうか分かりませんけど、治水の基準点というのは、上流のほうだったら

支流とかが流れてきますので、下流地点につくる、というのが基本でございまして、支流な

んかを全部集めた部分の流量が取れる、ということで、下流のほうに設ける、ということで

す。

ただ、なぜ湊橋にしているかというと、橋のほうが、昔の言い方でしたら橋に標尺を付け

て水位なんかが観測できるというので、よく何々橋地点というのをつくって、そこを基準と

している、という例が多うございます。

明確には申せないんですけども、そういうことで橋なんかを基準に、水位なんかを測りや

すいところにしている、というので、従前からここを基準点にしておったので、私どもの今

日の案としましては、従前どおりここを基準にしている、というのが正直なところでござい
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ます。

○委員

この写真の図なんか見ていると、ここで水害が起こりやすいのは、大西橋のあたりが狭隘

部になっていて、いわゆる逆流現象が起こるわけですよね。

そうであれば、多分このへんが基準点に本来はなるべきなのかな、という個人的にはそう

いう印象を持っていたんですが、そのへんが河川工学的な問題なんで、私はちょっと。

○委員長

基準点を変えまわると困るんです。

○委員

ただ、浸水被害が一番起きやすいところに、一番近いところで計測する数値が、本来はあ

るべきじゃないのかな、というのが疑問なんですが。

もちろん、河川全体の水量とか、それを設定する高水水量とか、それを設定するためのも

のがあると思うんですが、何だかそういった、特にここの福井川の地形を考えると、一番流

量が椿地川が合流して、一番最下流の、吉野川でいったら岩津みたいなところですね、そう

いったところに何かそういう計測地があってもいいのかな、という若干そういう疑問がある

ので。これは、以前からそういう設定がされていた、というのであればアレですけど。

もう１点。これは資料のほうなんですが、資料の６の後ろのほうですが、５－１のところ

がありまして、第５章の水害と治水事業の沿革、というところですね。

その下のほうに、平成７年度には福井ダムが完成し、と書いてありますが、その２行目の

ところで、ダム下流における洪水流下能力が小さいことなどから、今なお洪水被害が発生し

ているのが現状である、という文章がありますね。

で、ちょっと前へ戻りますが、資料５の９ページ目の２．５．２節というんですかね。洪

水調節計画および計画高水流量のところで、要するにこのグラフがあるように、これダムを

造った場合と河道改修費を行った場合の一番コストの安い部分、流量１セクターですか、こ

れ１００ という形のところで、多分、これで福井ダムを造った、ということですね。m/s3

ちょっと気になったのは、もちろんコストの問題が一番ここでは言ってるんですが、福井

ダムを造る時にさっきの資料６のほうなんですが、福井ダムを造ってその洪水調整機能を果

たしたにもかかわらず、例えば、下流側の川幅が、洪水流下能力が低いために洪水が起こっ

ている、ということは、ダムを造ってもそんなに、ちょっと疑問なんですよ。実は洪水が発

生してしまうんじゃないかという、そういうふうにしてとらえられかねないところなのかな

と。

例えば、ダムを造る時に、じゃあそのダムの下流側の河川の改修計画というのは、一体ど

ういうものがあったのか、ということがちゃんと明示されてないと、このへん誤解を招きや

すいんじゃないかな、という気がしたんですが、いかがでしょうか。これも私の疑問なんで

すが。

○事務局
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先ほどの、まず一番最初の福井川の基準地点の説明をちょっとさせていただきます。湊橋

地点の椿地川の下流よりもちょっと下に、この図面でいいますとちょうど真ん中の上側のほ

うに、まだ浸水している部分があると思うんですけども、ここのところに古津川という川が

入ってきてます。小さい川です。

福井川というのは、堤防はできてますけれども、すべてが霞堤といいまして切れた、堤防

がつながっておりません。ですから、こういったふうにすべて本川水位が今度は田んぼとか

住宅のほうに入っていって浸水する、というふうな状況の川になっております。

２点目の先ほど言いました計画をもう少し分かりやすく、ということなんですが、今、言

いましたように、川そのものが霞堤になっているということと、ダムを造った時はダムと堤

防、河川改修を同時に、同時というか同じふうにやって、ダムではこれだけの流量を持たせ

ます、カット数を持たせます、堤防ではこれだけ持たせます、という河川計画の基に造って

おりますけれども、河川改修事業というのは、福井ダムが二級河川で事業費がそんなに付い

てこない。

重要度からいったら、吉野川、那賀川とか、そういった河川に比べて落ちるということか

ら、河川改修に関する事業費がそんなに付いてないために、現在まだ改修事業が進められて

いる途中ということで、現状のような状況になっております。

ですから、まだ浸水被害が起きている、というのはダムで相当カットしましたけれども、

下流での堤防の改修が進んでいない、というふうにご理解いただきたい、と思います。

○委員長

霞堤だから、ということですね。

○委員

霞堤だったら越流する可能性はあるわけですよね。

○委員長

いや、越流はないです。堤防が切れてますから。

○委員

まあ抜けてくる、という形ですね。ですから、構造上はこういう内水災害が起きやすい構

造には今なってる、ということですね。

河川の直下、沿岸のところは連続堤でやる、それが霞堤ですかね。それを全部、霞堤でや

ってることになれば。

○委員長

いや、それは連続堤ということです。

○委員

、 、 、ここの水害になっているところ 大西堰の左岸のほうは これは連続堤になってますよね

恐らく。福井川の一番河口の左岸のところは、これは連続堤になっているので、むしろ上流

側から入ってきた水が全部そこに溜まってしまう、という構造上の問題かな、という気もす

るんです。
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○委員長

連続堤にすると、内水災害が起こりやすいんですね。

○委員

そうですね。

○委員長

霞堤にすると、内水災害はないですね。全部外水災害になる。

○委員

いずれにしても、今の河川改修が進めばこういう洪水というのは起こりにくくなる、とい

うことなんですね。当然、ダムと下流側の河川改修が一体化したものですから。ということ

の理解でいいわけですね。

そうすると、先ほどの資料６の５の１ページ目のところの、ダム下流における洪水流下能

力が小さいことなどから、というのは、もう少し、例えば、現在、河川改修がまだ進行中だ

とか、そういうことを言わないと、ちょっと誤解を招くんじゃないかな、とそういう問題で

すね。

○事務局

それは、おっしゃるとおりです。

○委員長

、 、 。今のことですが 福井ダムができたあとも浸水被害の時は 国道５５号は通れないですね

流域外の人は、それが一番迷惑なんです。

どうぞ。

○事務局

確かに福井ダム完成以後は、この浸水被害は減ってるんです。

○委員長

それは、半分だね。

○事務局

減ってますけども平成１５年３月とか、特異な大きな雨の時は、どうしても国道５５号が

。 、冠水したりします こういった平成１５年３月のような浸水被害は減ってきましたけれども

何回か出ている、というのが実態です。

○委員長

洪水調節容量がえらい大きいなと思って今、感心しました。

はい、どうぞ。

○委員

私は、今の○○先生の２点目の質問と意見とほとんど同じなんですが、この福井ダムが流

、 、 、域で あるいはいろんな洪水調節とか 利水に果たした影響はすごく大きいと思うんですが

今の資料６の５－１に関して、おっしゃるとおり中身の話と、私、個人的に興味があるんで

すけども、福井ダムができたことによって、どれだけいいことが起こったか。
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今、さっきおっしゃいましたけど、これができたおかげで洪水が減ったとか、浸水が減っ

たとかね、それを資料としてほしいと思いますね。それが、次の計画に生きてくると思うん

ですね。

もう１つは、平成１０年と１５年でこれだけ浸水が起こってるんだけど、福井ダムができ

たのになぜ、とかね、そういうのを個人的興味も含めて出たら、ダムを造った便益とかね、

意義が出てくると思います。それが１点です。

それと２点目は、これ全く別の内容ですが、資料６の４－７です。ここの４－６の流域の

動向というのがありますね。

最初の３行で、徳島県の新長期計画のことを書かれておりますが、現在はオンリーワンの

徳島行動計画がこれに代わってると認識してるんですが、それのご検討を、チェックをお願

いしたい、と思います。

以上です。

○委員長

今の確かにね。福井ダムができたのに、僕らから見ると洪水調節、ピークカットものすご

くやってますわね。随分効果を発揮してるだろうと思うんやけど、流域住民はダムができた

のに何回も浸かってると。何でやろ、と確かに思いますね。

もうちょっと、ダムの効用というのをきちっと書いて、それで問題点ですね、あと何で浸

かったかという原因ですか。河川整備が進んでないと。それから流下能力が低いとかね。ち

ゃんと明記しておいたらいいですね。

○委員

それに関連してですが。

○委員長

どうぞ。

○委員

、 、資料４の２ページの治水事業の沿革のところの２行目ですけどね いろいろの台風により

大きな水害を受けてきた、ということですけど、先ほどのプロジェクターでは床上浸水、床

下浸水を代表的にしておったけど、これだけでなく、この記事を読みましたら、資料６のほ

うなんか見ましたら死者とか、怪我した人がかなり多いと。

それと合わせて農作物の被害も非常に多い、ということですから、ただ大きな水害を受け

てきた、というより、もう少しインパクトを強めて、床上だけでなくして床下、そのほか農

作物、人命とか、そういったことにも大きく影響を受けた、というのがインパクトが強い、

と思うんですね。

それと、もう１つお願いしたいのは、今も出てきてました福井ダムができてからと以前と

で、被害の質の差がどんなのがあったのか、というね。同じ被害でも人命の被害はなくなっ

たとか、いろいろあると思うんですが、そこらの特徴を表現できたらありがたいな、という

感じがします。
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○委員長

ありがとうございました。

どうぞ。

○委員

簡単なことで私、疑問に思ってることですが、まず、資料の４－３、産業構造と書いたと

ころがありますね。ここに一番最初の行に就労人口の推移を図４－３に示す、と書いて、４

－３がないんですね。４－２じゃないんですかな。

○事務局

はい。申し訳ありません。

○委員

それから、５－１のページに主な水害とありますね。この一番最初の行に「台風奇異外で

も」と書いてあるのを私、何の意味かよく分からんのやけどねえ。これはどういうことです

か。

○事務局

すみません。ワープロミスでございます。申し訳ありません。

○委員

本当は何ですか、これ。

○事務局

期間の「期」です。

○委員

「台風期間外でも」ですか。

○事務局

「台風時期以外」です。

○委員

「台風時期」でしょうな。普通の言葉だったらね 「奇異外」と書いてあるからよく分か。

らん。

それと、もう１つね、私、聞きたいんだけど、タケノコの収穫って１１月に始まる、とい

うのは本当ですか。私の認識では違うんだけどね。ずーっとそれで通してるよ。１１月にタ

ケノコ収穫、と書いてるけど、私は今ごろ旬じゃないかと。なんぼ早くても春以降じゃない

かと思うんです。１１月がねえ、例えば２－７ページにタケノコ園では１１月下旬に収穫が

始まり、と書いてあって、その下の表２－１の中にもタケノコ園では１１月下旬に収穫と、

こうずっと書いてるけど、本当にこういう認識でいいんですか。

１１月というたら秋ですね。１１月にとれんことない、２回タケノコ出ることあるかも知

らんけど、普通は春のほうでしょうな、私の認識では。

これは、両方に平気で書いてるからね。だからこれは、やっぱり常識はずれということに

なりゃあせんかな、という懸念があるんです。
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○事務局

正月用のタケノコってあるんですけど。確認します。

○委員

１１月に収穫が始まり、と書いとるねえ。大体、春から夏にかけてです、普通はね。それ

は、確認してください。私の常識が間違ってるのかも知れませんから。

ちょっと気がついたのはその程度ですが、時々おかしい、と思うのが出てくるので気をつ

けてください。

以上です。

○委員

細かなところですが。

○委員長

どうぞ。

○委員

何箇所か、福井ダムが観光地という、観光名所というのが出てくるんですが、やっぱり観

光名所というのは、県外から来るとかいうイメージかなと思いますので、むしろまだ行楽地

とか、何かそういう言い方のほうがいいのかなと。

それと、もう１つ。この福井川に沿っては、旧土佐街道とか遍路道とか、そういうものも

ありますので、できれば文化財みたいなようなところとか、まあどっかで、道路のところで

でも紹介していただければありがたいな、というふうに思ってます。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

先ほどの○○先生のところでもあったんですけど、４－７ページの徳島環境プランは、徳

島環境基本計画として出てるんじゃないでしょうか。資料自体は環境プランの資料を使う場

、 、合もあると思いますけども 基本計画自体はもう環境基本計画に変わってると思いますので

差し替えたほうがいいか、と思います。

もう１つは、資料４の４、５ページですが、これも先ほどの鳴門の明神川と同じような感

じなんですけども、４ページの一番最後の河川環境の整備と保全に関する事項の２段落目、

「福井川水系では、上流から河口まで変化に富んだ自然環境を有し、○○などに代表される

多様な動植物が生息・生育することから 、確かに○○はすごく大事な種として市民活動の」

中でも位置づけられていると思います。

ですが 「河川の特性や地域の個性に配慮した河川環境の整備と保全に努め、治水・利水、

面との調和を図り、動植物にとって良好な生息・生育空間となるよう配慮する」と何かまど

ろっこしいので 「○○などに代表される多様な動植物が生息・生育することから、治水・、

、 、 」。利水面との調和を図りながら 動植物にとって良好な生息・生育空間の保全 整備に努める

○委員
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「配慮する」が「努める」ですね。

○委員

分かりますか。あとでまた言ってもかまいませんけど。

○委員

簡単なほうがいいでしょうねえ。

○委員

もう１つは、先ほどの私の質問に対してというか、希望に対しての考え方をお示しいただ

きたいと。福井ダムそのものの治水効果はすごく大きいと私は思いますし、大事なことだと

思います。

だけど、通常流量ですね、日常的な中での河川環境というのは、これを見る限りものすご

く悪化してる、と私は思いますし、それに対して今のうちに、もう環境基準ぎりぎりまでき

ているわけですから、それに対して何らかの対応というのは、早めにしたほうがいいと思い

ますが、いかがですか。

○委員長

それの記述ですね。

どうぞ。

○事務局

福井ダムでは、水質の改善処置としては、一応、対応として水質の循環設備というのを造

っております。ただ、近年、上流に養鶏場のかなり大きなのが移転していった、というよう

な状況もありますし、そういった河川管理者サイドではどうしようもないような状況という

のも生まれてきてますから、地元と連携して、そういった対応を、水質的な対応をしていか

なければ、河川管理者だけでできる範囲というのは限られているのかな、といったことで、

地元との連携といいますか、そういった努力がいるのかな、というふうに思いますけど。

○委員

分かります、それはそうかも知れませんが、養鶏場による環境負荷量と、福井ダムができ

ることによって、滞留時間が増えることによって出てくる環境負荷量と、利水がどれくらい

やってるのか知らないんですけども、水枯れというかな、通常流量を減少させることによる

ＢＯＤの増加とかというのが、福井ダムの直下ですので起こってるのかなあと。

その要因をちゃんと切り分けて、河川管理者がやるべきこともあるかも知れないし、養鶏

場に関しては、地域との連携でやるべきこともあるかも知れませんから、そこはちゃんと切

り分けて、やれるべきことはやっていただきたいな、と思うんですが、いかがですか。

○事務局

福井ダムは、水そのものは調節しておりません。入ってきたものがそのまま出ていくと。

ただ、洪水の時だけは洪水カットする、ということですので、通常、たまってる水に流入し

てくる水が悪ければ、それをため込んで長いことそれを保持する、という格好になります。

渇水時にだけは、ダムに今たまっている水を下流に補給していく、というふうな維持用水
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としての流量を持っております。ですから、下流の水質、水量については、従前あった渇水

状況に対してダムからの補給をする、ということですから、むしろプラスの方向には働くん

、 、 、 、ですが その後の自身の流量をダムで取って 例えば どこかの工業用水に使っているとか

そういうことはやっておりませんから、という意味です。

○委員

それはそうかも知れませんが、じゃあ滞留時間が増えているということは、かなり大きな

要因だろうと思いますから、そこはやっぱり何とかするべきだ、と思います。

○委員長

私のほうから○○委員に質問やけど。資料５のコンサルタントの報告みたいに、やったこ

とを全部書いとる、というような感じで、こんなの要るのかなと。

○委員

何がですか。

○委員長

資料見てください。治水計画編をだらだらっと。不等流計算結果とか、いっぱい書いてま

す。

○委員

はい。

○委員長

こんなの要りますか。

○委員

実は、そのへん黙っておったのは、時間があれば、と思ったんですが、多分、次回、もの

すごく関係があるわけです。ちょっと言いましょうか。

、 、 、大体 計画を作るには そういう観測流量で計算値が妥当かどうかチェックが必要ですね

基本的には。ところが、ここの川は洪水の観測データはほとんど取れてないわけです。

で、ダムを造った時期には、そういう調査期間の間には、洪水のデータを取るようにして

るんですけど、何せこういう川というのは、断面が小さくて、ちょっとした雨で水があふれ

てしまって、結局、洪水の流量が計れないと。そういうことで、ここでやってるのは、雨だ

けでどのぐらいの流量になるんか、というのを計算してるだけなんです。

雨というのは、ここに書いてますように、日本記録の二番目なんです。一番目は１時間１

８７ｍｍで、長崎で降った雨で、二番目は、この福井の雨でして。だから、確率的に言えば

５０分の１どころじゃなくて、何百年に一度という、とてつもない雨が現に降ったわけです

ね。

治水計画では、とにかく過去に起こった既往の洪水をまず安全に疎通するように考えなけ

ればならない、というのが前提にあるわけです。

ですから、ここで私の専門から言えば、流量の確率は５０分の１ぐらい、計算した結果な

んですけれども、雨の確率とは普通は合うように、計画降雨パターンと流量は大体合うよう
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に、確率ですね。まあ、チェックするわけです。

ここは、全然合ってないわけです。計画に使った雨というのは、とてつもない確率的に大

きな雨。流量は５０分の１ぐらい、だろうということで計算。

だから、雨は既往最大で、起こったからそういう雨を基本とせざるを得ない、ということ

で、基本的にはそのへん、記述はされてますけども、流量については、はっきり書かれてな

いんで、そのへん、やっぱりちゃんと書かないといかんだろう、と思うんですけども。

○委員長

ちょっと待ってね。これ以上やったら、みんな分からんからね。

○委員

これについては、今週の月曜日にわざわざ来ていただきまして議論しました。問題はある

んですけども、まあ福井ダムはできたことやし、それを運用面でカバーしていくより仕方が

ないな、ということでございます。

地元にとっては、非常に結構なことじゃないですか。県のレベルでは、洪水調節能力がむ

ちゃくちゃ大きな容量がある、ということです。

○委員長

過去、日本一の時間雨量だったんですね、ここは。諫早の長崎災害で向こうに抜かれたん

です。

○委員

今日はその程度で。

○委員長

上流のほうは、日本一の１日雨量がありますね。ものすごく雨の降るところです。

○委員

そしたら、このデータはみんな入れておくわけですか、資料５の。

○委員長

いや、まあお考えおきくださいと。

○委員

今日は、全部結論出すわけじゃないでしょう。

○委員長

これ、次回にまた修正案出しますから、意見は、文句たらたら言いまくったから。

、 、 、 。じゃあ 時間となりましたので 修正案は次回に検討する ということでよろしいですね

○各委員

結構です。

○委員長

じゃあ、どうもありがとうございました。

マイクを司会にお返しいたします。

○司会
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どうもありがとうございました。

１点だけ、時間は超過しておりますけども、ご報告ということで。

（ ） 、 、その他 報告事項 ということで 今日１枚ものの紙をお配りさせていただいたんですが

ございましょうか。ちょっと手短かにご説明いたします。

１つ目なんですが、実は、このとくしま川づくり委員会の今後の予定といたしまして、今

年度、実を言うと４回ぐらい開催させていただきたい、ということで、皆様方はお忙しいの

で、できるだけ早い時期に日程調整をして、ちょっと次回の開催、６月中にも日程調整を始

めたい、と思ってございますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それから、２点目でございますけども、河川整備計画への住民意見の反映手法について、

ということで、これ簡単に申させていただいたら、これまで三好西部圏域の整備計画という

のを作ったんですけども、その時、アンケート調査等、意見募集というのをしました。

それで、前回なんですけども、それをさらに拡充する１手法として、この川づくり委員会

の中に流域委員というのを入れて審議する、という方法をご提案させていただきました。

、 、 、 、ただ 流域委員を選ぶに際しましては いろいろ課題がございまして その流域に応じた

特色に応じた流域委員の選び方が課題かな、というふうなご意見がございました。

それで、まず旧吉野川圏域というところに流域委員を選任したい、というご提案を申し上

げたわけなんですけども、まずは現在の１５名の皆様方で旧吉野川については意見をいただ

く、ということをさせていただいて、必要が出た場合に流域委員は選ばせていただきたいな

と。

それよりも、広く住民の方に対して意見募集というのを拡充すると。例えば、全戸に冊子

を配布するですとか、それとか必要に応じて説明会だとか、公聴会だとかをして、より広く

そこの流域に住んでいる方の意見をお伺いする、というような、当面、そんなほうに力を入

れてやっていきたい、と思いますので、そういう方針で今後、取り組んでいきたい、という

ことを一言ご報告申し上げます。

以上でございます。

それでは、長時間にわたりましてご議論いただきまして大変ありがとうございました。

私どもの資料の作り方が悪くて、お時間も超過いたしまして申し訳ございません。今回い

ただきましたご意見を基に、さらに私どもで検討してまいりたいと思います。 どうも本日

はありがとうございました。これで第９回のとくしま川づくり委員会を終わらせていただき

ます。どうもありがとうございました。

以 上

（速記 笠井 和子）


