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○司会

おはようございます。それでは，定刻となりましたので，只今から「第 19 回と

くしま川づくり委員会」を開催いたします。本日，進行をさせていただきます河

川課の○○でございます。よろしくお願いいたします。それでは，まず最初に○

○河川課長より御挨拶を申し上げます。

○河川課長

おはようございます。河川課長の○○でございます。本日はお忙しいところご

出席賜りまして，誠にありがとうこざいます。また，日ごろは本県の河川行政の

推進に御協力と御支援をいただき，厚く御礼を申し上げます。

， 。 ， ， ，まず 1 点報告させていただきます 前回 第 18 回 去る 10 月 29 日にですね

， ，委員会におきまして 宍喰川水系の河川整備基本方針の御承認をいただきまして

その後関係機関，それから国土交通省との協議を経て，昨年の 12 月 25 日に，国

土交通省の同意を得ております。

さらにまた，勝浦川水系河川整備基本方針につきましても，大分時間がかかり

ましたが，今年の 1 月 23 日に国土交通省から同意を得ることができております。

これも委員各位から御助言，御指導によるものであり，この場をお借りしまして

深く感謝申し上げます。

本日は，前回の審議いただきました立江川水系の河川整備基本方針につきまし

て，御意見等を踏まえて修正したものを諮っております。また，新たに河川整備

基本方針の次の段階となる宍喰川水系の河川整備計画を御説明させていただきま

す。

よりよい徳島の川づくりのために，十分な御審議を賜りますようお願い申し上

げまして，簡単ではございますが，私の挨拶とさせていただきます。

本日はよろしくお願いします。

○司会

本日は，○○委員，○○委員は所用のため欠席となっております。また，○○

委員につきましては，ちょっと遅れると連絡をいただいております。それでは，

資料の確認をさせていただきます。まず，第 18 回とくしま川づくり委員会主要意
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見一覧，A4 判の一枚。それと，あと立江川水系の河川整備基本方針の冊子が治水

編，流域概要編でございます。これで三つ。それと最後に宍喰川水系の河川整備

計画の資料。資料は事前を配布させていただいております。本日配布させていた

だいておりますのが，配席図と資料が 2 種類ございまして，A4 判 1 枚の両面コピ

ーと，それとパワーポイントの打ち出し。以上でございます。資料を御確認いた

だいて，揃っておりますでしょうか。

， 。 ，では ここから委員長に進行をお願いいたしたいと思います ○○委員長さん

よろしくお願いします。

○委員長

○○でございます。よろしくお願いします。今日の議事は，立江川の基本方針

（案）の修正案についてと，宍喰川の河川の今度は整備計画（素案）についてご

審議いただくと。その他，必要に応じて委員会のご提言について審議をすると。

三つでございます。円滑な進行に御協力をお願いします。

それでは第一議題で，二級河川立江川水系河川整備基本方針（案）の修正案に

ついて，説明を事務局からお願いします。

○事務局

河川課の○○でございます。本日はよろしくお願いいたします。

それでは，前回いただいた主な意見に対する回答，対応状況について，パワー

ポイントで説明させていただきます。

まず，前回ですね，高潮の被害について具体的な記述をしたほうがよいという

御意見をいただきました。自然災害史等いろいろ調べてみたんですけども，立江

川流域に限定しての被害戸数というのは分かりませんで，小松島市全域ではあり

ますけども，13,000 戸を超える被害がありました。ということで，資料 2 の基本

方針修正案に記載いたしました。

それから，また，現在の整備で浸水被害がすべて解消されると勘違いされる恐

れがあるのではないか，とのご意見もいただきました。これについては，修正案

の 6 ページに 「また，計画規模を上回る洪水・高潮や整備途上における施設能力，

以上の出水に対しては，被害を最小限にするため，関係機関や地域住民との連携
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を図りながら，総合的な被害軽減対策を推進する」と，水防活動やソフト対策に

よって軽減対策にも取り組むということを記載しました。

それから，周辺水路網との調整など関係機関等との連携を図るとともに，河川

の必要な流量の設定に努める，意味が分からないとかですね。あと 「河口部」，

それから「下流部」の使い方が明確でないとか，現在徳島小松島港は，四国の表

玄関としてというような表現をしておりました。そういうのは適切な文章表現で

あるかとの御指摘もいただきました。再度本文を見直しまして，今の状況に合っ

たような表現に改めさせていただいております。

数が多いので，説明を割愛させていただきますが，この下にあるように資料 2

のところで，新・旧対照をしております。修正箇所は赤字で表現し，削除したも

のは，その右側に記載させていただきました。またご確認ください。

それから，あと幾つか質問ということで，出発水位の考え方はとの御質問をい

ただきました。中小河川の場合 「中小河川計画の手引き」というのがございま，

して，その中で出発水位を朔望平均満潮位とすることが書かれてますので，今回

朔望平均満潮位（T.P.＋ 0.822m）を出発水位としています。

それから，治水計画編のところに，標準断面しか出していませんでした。計画

高水位の決定について，御指摘をいただきました。

実際は，標準断面を基に現地の横断形，広いところは広いところなりに合わせ

て横断形を検討いたしまして，不等流計算を行って，それを包落するような形で

計画高水位を決定しております。こちらのページを治水計画編の最後のところに

追加させていただきました。

それから，高潮，第二室戸台風での高潮の潮位の変化 1.91 っていうのは，どれ

くらいの確率で発生するものなのかとの質問もいただいております。それについ

ては，小松島検潮所の昭和 26 年から平成 19 年までの年最大潮位の偏差のデータ

， ， 。を集計しまして 確率処理をしたところ 概ね 100 から 150 分の 1 年になります

それと併せまして，洪水と高潮が同時に発生するのではないかと，台風がきた

時に高潮も同時発生するのではないかという御質問もいただきました。こちらの

ほうは，1990 年・平成 2 年から 2006 年・平成 18 年までの 17 年間のデータですけ

ども，整理をしてみました。この青色で書いてる，こちらの白い丸印，これが年

最大流量が発生したときを示しています。要は，平成 16 年台風 23 号では，170
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トン近くの流量があったと。それから，ここだと 150 トンぐらいの洪水が発生し

たと。そのピーク時間の潮位を縦軸で取って表わしています。この上のラインが

計画堤防高で，このラインが朔望平均満潮位の高さになってまして，殆どが朔望

平均満潮位からそれ以下のときに発生してるということで，同時発生するという

のは希であると考えております。以上，主な点についての説明になります。修正

案については，先程申しました資料 2 が基本方針修正案となっております。よろ

しくお願いいたします。

○委員長

はい。前回に出された課題につきまして，事務局からこの対応方法の説明があ

ったわけですけども，ただいまの説明につきまして，御質問なりあるいは御指摘

なり，御提言なりございましたら，よろしくお願いします。

はい。○○さん。

○委員

参考までに教えてください。最後の説明で，洪水と高潮が同時発生する確率っ

ていうのは非常に低いと。確率的に計算，もし，分かれば。例えば，数年に一回

とか。今は分かるんですか？ あまり，その，調べたデータがすごい古いデータ

なので難しいかもしれませんけど。

○事務局

流量自体ですね，今のモデルで検証してるもので，17 年間しかとってませんけ

ども，確率っていうのはどれぐらいで起こるかというのもはっきり言えるもので

はありません。一応，高潮の最大偏差がくるのは 100 から 150 年に一回っていう

確率です。洪水が 30 年確率と考えております。同時生起というか，それを合わせ

た確率は出してません。

○事務局

ちょっと簡単に補足しますと，ずっと今まで洪水とか高潮と闘ってきたんです

けども，一番痛い目に遭ったのが昭和 36 年の第二室戸。あの時の偏差っていうの
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が 1.91 と非常に高かったけれども，起こり得る可能性として，基本的にはメカニ

ズムから言うとまずは台風です。台風は，低気圧（不明）気圧ですから海面を引

き上げます。それと，もう一つは吹き寄せ。風の吹き寄せとあいまって沿岸域で

高潮になります。そういう図式から，特に痛い目に遭ったのが，第二室戸台風の

イメージを持っていただいたらなと。今はもう確率処理的な部分はあるんでしょ

うけど。起こり得る確率としては，大きいものというのは少ないと。まして，我

々立江川については，高潮堤防も含めて，水門もやってますけどね。それは，既

往最大，いままで観測史上最大の高さで整理しているということで御理解いただ

きたい。

○委員

第二室戸ぐらいでも大丈夫か。

○事務局

はい。だけど，第二室戸は非常に大きい台風です。例えば，最近は高知とか富

山なんかでですね，それから九州の有明海なんかでも静振動，副振動いう形で言

われてますけども，徳島県の沿岸域っていうのは海岸堤防と河口域の各堤防で守

られています。すべてが第二室戸か，もしくはチリ津波を想定していますので，

高さ的なカバーとしては，守られてると考えています。

○委員

洪水と高潮の同時ということですね。この 36 年のときの雨というのはどのぐら

， 。 ，いだったんですかね？ 例えば ここの図の中の横軸ですね どのぐらいの流量

雨からラショナル式ででますね。どのぐらいのところにきてますかね？そういう

説明があったら分かると思う。

○委員長

恐らく，高潮が大きくなる場合は，雨が小さくなるという傾向があるんですか

ね。
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○事務局

この表自体は，1990 年から 2006 年までの年最大の潮位のときの流量を表わし

ています。また，潮位が最高に達したときの流量となっています。

○委員

期間は。

○事務局

期間は平成 2 年から 18 年。第二室戸は雨が徳島で 3 日間で 277 ミリ。

○委員

結構降ってますね 3 日間ですね 偏差が大きいときの時間雨量がどのぐらい？。 。

それが分かれば。

○事務局

今持ってる資料では分かりません。

○委員長

そのほかございませんか？

委員長から言うべきことじゃないのかもしれませんけども，あれですね。読ま

せていただいて。何かしますよっていう軽減対策を行うものとするという，要す

るに被害軽減対策を，対策をしますよということしか書いてない。例えば具体的

には，もうちょっと何か，実際に行われていたアクションなり，施工なり，そう

いうようなものが何か盛り込めないのかなっていう気がするんだよね。

なんか最初のあたりで，結構治水的にも問題が多いですよ，利水的に問題多い

ですよと書いておいて，実際の方針，計画としてはですね，それを少なくします

よっていうことしか書いてない。なんかこう，どうやるのかな？ と。

例えば，事前配布資料の 6 ページのところで，また計画規模を上回る洪水・高

潮や整備途上うんぬんがあって，その被害を最小限にするため，何するをするの

かといったら対策をしますよと。じゃあ，被害を最小限にするため，そのために
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必要なことをしますよと，こう書いてあるんですね。

例えば，モニタリングシステムを整備して，事前予測をきっちりやりながらと

か，あるいは，水門なら水門の改修をして，機能向上を図りながらとかいうね，

どういう方面での，そのインフラ整備をしていくか，あるいはソフトインフラで

もそうなんですけども。それがほとんど見えてこないですね。何かそういうのを

入れるっていうのは難しいんですか？

○事務局

まずは 1 点。これは，整備計画ではなく，基本方針です。それともう一つは，

例えばですね，欄外のところで，議論はあるんですけども，前回は最近の危機管

理っていう部分のソフト対策の中で情報伝達体制等，情報を早く伝えて，逃げろ

というのかどうするのかとかいう部分を，ちょっと書きかけた部分もあるんです

けれど，全ての総合的な軽減対策，ハード，ソフトの中というなかで原案として

はそういう形にしています。

○委員長

整備計画の中でそういう具体的な点は盛り込んでいかれる。

○事務局

具体的な部分はそうなりますね。

○委員長

はい，分かりました。

ものすごく細かい点なんだけども，一貫して流れてるやつ，何々をしますよとい

うときに 「関係機関や地域住民との連携を図り」っていうところ，これが常套句，

として出てくるわけね。コピーアンドペースト的に出てくるわけね。

これ，地域住民との連携を図りながらっていうのは，例えばどういうことを，こ

こは高潮なんかについては，どういうことを表わしているわけですか？



8

第 19 回とくしま川づくり委員会

○事務局

洪水を河川管理者だけで守れるのであれば良いのですが，想定外になると役場で

すとか，農林サイド等の各関係機関と連携して防ぐ必要があると。それと，避難に

ついてはですね，行政側だけでなしに，当然住民のほうの意識というのも当然必要

になってくるんで，地域住民の方にも当然被害を軽減するためには，そういう理解

をいただいて，一緒になって被害軽減対策を取り組むということが必要だと考えて

います。

○委員長

一緒になって。具体的にはどういうことを住民に求めるわけですか？

○事務局

例えばですね，毎年，我々危機管理の一環の中で，出水期に備えて大体 5 月ごろ

もしくは 6 月ごろ水防計画書っていうのをつくってるんですね。それは，河川課で

， ， 。所轄管理河川から 県下の河川にかかわる そういう水防がらみの業務なんですよ

それは，関係機関の中に周知します。それから，各市町村の，いわゆる消防団を総

括するようなところ。ですからハードで守られる部分のカバーはっていうのは，絶

えず我々としたら，消防団の皆さんとか，市町村とかいう部分がもっと。なおかつ

ハードでやろうとした場合は，やっぱり市町村もしくは消防関係者等の話があるの

で，あくまで我々だけでできるっていう部分でないっていう意味から。

○委員長

はい，分かりました。

ございませんか？ この基本方針，立江川の。

じゃあ，なければ，一応お認めいただいたということで修正案については，これ

で要するに基本方針としては確定ということですね。

○事務局

はい，ありがとうございます。
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○委員長

じゃあ，議事の第二番目の，今度は宍喰川の河川整備計画の素案につきまして，

説明をお願いします。

○事務局

はい。説明させていただきます。資料は，資料 5 になります。5 の二級河川宍喰

川水系河川整備計画（素案）ということで，資料 5 になりますけども，前のこのパ

ワーポイントで説明させていただこうと思います。

まず最初にですね，基本方針から整備計画への流れで，今回のはどういう位置付

けだというのをまず最初に説明させていただきます。

， 。まず 宍喰川水系河川基本方針が昨年 12 月 25 日に国から同意をいただきました

今回は，この河川整備計画を策定することになります。本日の委員会は，この一

番上の徳島川づくり委員会ということで，今，この整備計画素案について御意見を

。 ， ，いただくというところになっております その後ですね 流域の住民の方への説明

それから，その意見を聞きます。その意見を反映した形で，また再度この委員会で

御意見をいただきまして，御承認いただいた後はですね，地方公共団体の長という

ことで，海陽町長への意見照会で，何もなければそれでまた国土交通省のほうに同

意申請と流れていきます。

宍喰川については，基本方針のときに決めました「人と自然が共生するきれいな

水と豊かな自然環境の川」を目指すこととしています。整備計画は，まず現状と課

題，それと河川整備の目標，それから実施に関する事項ということで実施のメニュ

ーと，この三部構成にしております。

まず，現状と課題ですけども，その資料 5 のですね，どこに書いてあるのかって

いうのは，この前のパワーポイントの上にページを振っております。

まず，治水の現状としては，現在馳馬から広岡川合流地点までの整備を進めてい

るところです。平成に入ってからですね，平成 2 年，10 年，14 年，18 年と浸水被

害を受けてますので，特に，平成 10 年 5 月では，整備の目標というところの 30 年

に一回というような表現もしておりますけども，床下 59 棟，床上 9 棟とかの浸水

被害を受けております。これが 10 年 5 月の被害状況でして，この下流側は内水に

よる被害で，この上流側は外水による被害ということで受けております。
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それから，宍喰地区の課題としましては，地震，津波が次に考えられまして，15

12 年の津波の被害が記録されて以降，度々そういう記録が残ってまして，また近

い将来 50 パーセントとか 60 パーセントの確率で発生が予想されておる南海地震と

かも想定されております。それに，その地震の揺れとか地盤の液状化により，既設

の堤防が沈下したり倒壊したりして，津波から防御できなくなる恐れがあります。

この下の図は，東南海・南海地震が同時発生した場合の，押し寄せる津波の浸水想

定図でありまして，海岸線のところでは 9 メーター，最大幅 9 メーターを超えると

いうふうに予測されております。

それから，維持管理におきましては，洪水によって土砂の堆積ですとか，河道内

， ， ，に樹木が繁茂して 樹林化になっているですとか 河口部の護岸の空洞化ですとか

クラックなどの老朽化もあるという課題があります。

次に，利水につきましては，現在主に農業用水として，150 ヘクタールの耕地を

潅漑に利用させております。渇水というのは，大きな渇水被害というのは発生して

おりません。

それから，環境につきましては，まず上流部については，渓谷になっておりまし

て，アマゴですとかセキレイなどが生息しています。それから，中流部につきまし

ては，河岸段丘のところに里地となってまして，潅漑用水用の堰とかが幾つか設置

されております。それから，河畔ではツルヨシですとか，河道内ではボウズハゼで

すとかカワムツですとかカワガラスなども見られます。

， ， ， 。それから 下流部になりますと 川が開けてまして 砂州等の発達が見られます

それから，アユとかオイカワ，それからアユカケなんかも確認されています。それ

からアオサギなんかも見られます。

それから，河口部につきましては，対象区間として，ここらは砂嘴が発達しやす

い状況となっております。また，シオフグですとかカモノハシなどの塩性湿生植物

群ですとか，タコノアシなんかも生育してます。それから，えさを捕りにですね，

チュウサギなんかも寄ってくるというような環境です。

， 。 ，まとめていいますと 多様な動植物の生息・生育空間があります 堰については

魚道が設置されていないものもあって，回遊性の魚類ですとか，甲殻類等の遡上・

降下が妨げられている箇所がありますということで，下の図が堰の設置位置と魚道

の有無ということで付けております。
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それから，水質につきましては，環境基準点の中角橋，それから環境補助点の宍

喰橋ではですね，BOD等の水質環境基準というのはA類型を概ねなんですが満たして

います。大腸菌群については基準値を上回ることが多いという結果になっておりま

す。

それから，河川空間の利用としては，下流の正梶堰の上流側で，地域の子どもた

ちの水泳場，水遊びの場所となってましたり，日比原というあたり，これも下流に

， ， ，なるんですけども 井ノ上神社というのがありまして お祭りで河原が使われたり

神輿が川に入っていったりというような利用がされております。

次に，河川整備の目標ということで，まず，この整備計画の対象区間としまして

は，宍喰川水系の法河川の宍喰川，日比原川，坂瀬川，広岡川，日比宇川，鍛冶谷

川，の 6 河川の法河川の区域すべてを対象としております。

計画の対象期間は，概ね 20 年とします。計画の見直しと書いてますけども，現

時点の流域の社会状況，河道の状況を踏まえて，この整備計画は策定するものでし

て，これからの状況の変化，それから新たな知見・技術の進歩により，河道，河川

整備の変更の必要が生じた場合には適宜見直しを行うものです。

治水の目標としましては，まず洪水につきましては，基本方針と同じく，平成 1

0 年 5 月の豪雨と同規模のおおよそ 30 年に一回程度発生する規模の降雨による洪

水を安全に流下させるということで，日比原地点，基準地点の日比原で 560 トン，

毎秒 560 立方メートルの洪水を安全に流すということを目標にします。

それから，地震・津波につきましては，発生が予想される南海地震により既設護

岸が倒壊し，津波による被害が拡大しないように，補強ですとか耐震化対策を行い

まして，避難時間の確保に努め 「死者ゼロ」を目指すとしております。，

河川の維持管理につきましては，常に河川施設の機能が最大限に発揮できるよう

に点検，それから管理を計画的に実施するということを目標にしております。

それから，利水につきましては，正常流量，流水の正常な機能を維持するために

必要な流量の設定を行うための，まずは情報収集を行います。それから，渇水時に

つきましては，情報提供，それから節水への啓発など円滑な渇水調整に努めてまい

ります。

それから，水質の保全につきましては，関係機関と連携して，継続的に水質調査

を行うとともに生活排水対策など水質改善に努めてまいりたいと考えております。
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それから，河川環境の目標としては，動植物につきましては，情報収集に努める

とともに，治水・利水との調整を図って，良好な流水を守り，瀬・淵・砂州，及び

植生の維持に努めてまいります。それから，水域の連続性の確保に努めてまいりた

いと考えております。

それから，空間利用につきましては，地域の自然，それから，その風土を生かし

た川づくりを目指します。地域住民が水辺に集い，親しめる川とするために，河川

空間の確保，それから河川愛護の啓発など地域と連携した取り組みを推進するとい

うふうな目標にしました。

整備の実施に関する事項になりますけども，まず，治水につきましては，洪水を

安全に流下させるための対策として，馳馬から上流，広岡川合流地点までの河川改

修を進めたいというふうに考えております。

それから，地震・津波の被害を軽減するための対策としては，河口部から約 500

メーター間について，対策をしたいというふうに考えております。

洪水を安全に流下させるための対策，先ほどの馳馬から広岡川合流地点，下流ま

でなんですけども，河道の拡幅，それから河床掘削を行います。それから，現在あ

る馳馬堰を撤去します。その機能回復として取水施設の整備もいたします。

それから，次に地震・津波対策ですが，下流部の既設護岸につきましては，南海

地震等の津波から海陽町の市街地の住民の避難時間を確保するために，既設護岸の

補強，それから耐震対策を行いまして，堤防構造を強化したいと考えております。

なお，現在検討を進めてるところでして，具体的な工法をどうするかは決まって

おりません。ということで，海岸堤防では，鋼矢板工法ですとか地盤改良など，こ

ういった液状化対策を実施することで，二つ書かせていただきました。

続いて，災害の防止に向けた維持として，河川管理上，維持管理をどうするかと

いうことで，河川管理上の重点箇所ですとか，その実施内容を具体的に記載した維

持管理の計画を策定して，それに基づいて調査・点検で必要に応じて対策を講じる

というようなことを実施しております。流化能力の維持ですとか，堤防護岸，それ

から水門や排水ポンプの施設の維持管理，それから災害が起こった場合，洪水によ

って河川管理施設等が被害を受けた場合は速やかに対策を行いたいと考えておりま

す。

続いて利水の実施メニューということで，まず，河川水の適正な利用につきまし
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ては，流水の正常な機能を維持するために必要な流量の設定のために，まずは情報

収集を行ってまいります。それから，渇水時には利水者へ適切な情報提供，それか

ら住民に対して節水の啓発を行うなど，円滑な渇水調整に努めてまいりたいと考え

ております。

それから，水質の保全につきましては，県の南部総合県民局，それから海陽町役

場と連携して，定期的に水質観測を行って，状況の把握を行うとともに，海陽町の

ほうで，公共下水道のほうの整備も進んでおりますので，そういった生活排水対策

など水質改善を図ってまいりたいと考えております。それから，水質に異常が認め

られた場合につきましては，またこれも関係機関と連携して，必要な対策を行うこ

とにしております。

それから，河川環境につきましては，これも日頃から河川環境ですとか，動植物

の生息・生育環境の変化の把握に努めて，必要に応じ関係機関，また環境アドバイ

ザーの方々から指導・助言などを受けて，適切に対応してまいりたいと考えており

ます。河口部においては，河岸の形状に配慮して，水辺の動植物の生育・生息の場

の維持に努めるとともに河畔林の保全・管理に努めます。それから，下流部につき

ましても，河道の平面形状とか河床の勾配，樹林化の状況等，把握に努めて，必要

に応じて対策を実施していきたい。中流部・上流部につきましても，環境ですとか

景観の保全に努めるとともに，関係機関の協力を得て，魚道の設置に努めるという

ことを考えております。

それから，河川空間の適正な利用のためには，まず，快適に河川空間が維持，そ

して利用してもらえるように定期的に河川巡視を実施して，適切な管理に努めてま

いりたいと考えております。それから，川で遊ぶ子どもたちですとか地域のお祭り

などのイベントに安心して利用できるように，水辺空間を改良，保全に努めてまい

ります。

その他の取り組みとしまして，地域住民・関係機関と連携・協働ということで，

宍喰川水系では，広岡川のみで一つしか登録されていませんけども，OURリバーア

ドプトによるボランティア団体など，河川清掃活動の支援ですとか，環境学習・防

災学習への支援をしてまいりたいと考えております。

それから，危機管理・水防活動につきましては，雨量観測，それから水位観測を

行いまして，出水時には水防活動，それから住民の避難が迅速にできるよう情報連
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絡体制を構築し情報の共有を図ってまいりたいと考えています。それと併せて，浸

水想定区域図を県のほうで作成したいと考えております。

以上のような取り組みを行いまして，人と自然が共生するきれいな水と豊かな自

然環境の川に宍喰川がなるようにしていきたいと思いますので，よろしくお願いを

します。以上で説明は終わります。

すみません，それとですね，本日お配りした資料はですね，事前にお配りした資

料からですね，ここ 1 週間ちょっと見直し等々やって，日本語の表現等おかしいと

ころがありましたので，事前配布資料と修正案を記載した資料をお配りさせていた

だきました。

一番上は，1 ページの 23 行目で，現在の整備状況が事前配布では日比原橋，河

口から 2.1 キロの日比原橋までというふうに書いていたんですけども，今 3 キロ地

点まで進んでますので，修正しました。それから，17 ページの図 3 の 1 というの

がですね，馳馬堰の改築（撤去）というのをですね，改築と撤去，両方書いている

のは分かりにくいということもありましたので，撤去のみを表示をした等々です。

○委員長

ただいまの説明につきまして，どういう面からでも結構でございますので，御質

問，御意見お願いいたします。はい。では，○○委員。

○委員

素案の 19 ページ下の図なんで。ちょっとよく分からないので教えていただきた

いんですが，液状化対策として鋼矢板を打込むということになんですけれども，こ

れは堤体が液状化して崩れないようにするためのものなんでしょうか？

○事務局

その下の黄色の部分が，液状化するということです。揺れて，側方流動して，水

がそこへ浮き上がってきて地盤が下がる，そこで，その横揺れを矢板を打って押さ

えるというものです。
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○委員

こうすると，地下水脈を遮断することになるかと思うんですけれども，それによ

って出る不都合とかはないんでしょうか？

○事務局

今この矢板は，海岸線のほうは矢板でやってるんですけども，河川側はですね，

ちょっと基礎地盤が深いところがありまして，矢板でひょっとしたらできないかも

しれないなということで，ちょっとその工法を今検討中です。実際どういった工法

がいいのかっていうのは検討中です。まだ決めたものではないんです。こういった

工法がありますので，さらに検討をしたいと考えています。

○委員

旧河道のところは水が通りやすいとか，そういうのがあると思うんだけども。そ

ういうのを考慮してもらう。どこにどの程度のものをやるかっていうのを決めてい

くわけですか？

○事務局

そうですね。

○委員

これ，井戸の利用状況とかは分かってるんでしょうか？

○事務局

まだ分かっていません。

○委員

これから？

○事務局

はい。そういった点を気をつけて検討したいと思います。
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○委員長

よろしいですか？

○委員

はい。

○委員長

はい。そのほか。はい。

○委員

書き方の問題なんですけど，先ほど委員長がですね，具体的なところを書き込む

と言われましたが，私も同じようなことです。これ，計画ですので。特にですね，

計画の仕事してる人間として引っかかったのは，目標を書いているところがありま

すよね。

， ， 。（ ）目標 例えば 16 ページでですね 15 ページから目標書いているんですけど 5

の①で，文末ですね，円滑な渇水調整に努めるとかですね，次の水質の保全で水質

改善に努める。こういうふうに書いてるんですけど。目標っていったらですね，で

。 ， 。きるだけ定量的なですね 例えば水質なんかだったら もちろん資料ありますよね

それを幾らにするとか，そういうのを書くのは難しいんでしょうか？

全般的にですね，目標っていうのはここまでいきますよという目安ですから，極

力書ける範囲でですね，そういうような数値，あるいはそれに近い表現を使われた

ほうがいいかなと思います。

， ， ， 。 ，それと あと そのあとでですね 実施がありますよね 実施のところもですね

「努める」と出てくるんですね。実施で努めるというのはかなり弱いなと思いまし

て。例えば 22 ページの③のアのところに，文末ですね。努める，努めるとあるわ

けですね 「行う」とかですね，そういう強めの表現をされて意志を感じるような。

書き方にされたらどうかなと思います。国がこういうのをやりなさいということで

やってると思うんですが，マニュアルみたいなのが，こういうふうに書きなさいと

か，そういうのがあるかもしれないんで，とにかく同意を得るために，第一ステッ

プとして，そのためにこのような文章表現になっているので，そのために兼ね合い
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があるんで，どういうのがいいのかも分かりませんが，同意を得るというのを目指

す場合はですね，でも，やっぱりこれ河川計画としてですね，もっと良いものにす

るためにはできるだけ具体性を入れたほうがいいような気がします。

はい，以上です。

○委員長

そうですね，今○○委員もおっしゃったようにね，ここに書いてることはね，皆

さん方の行動目標しか書いてないのね 「……を努めます」ってそういうのじゃな。

。 ， 。いんだよね ここで書くべきことは この川をどういう状態にするんだという目標

その目標を書くべきなんだね。だから，基本的に作文するときの取り組みとか，あ

なた方の取り組みとか，作文方法の基本が何を書くんだということが，ちょっとず

れてるわけ。

○事務局

はい。

○委員長

この川をどうするんだというその目標を書くべきところにね，あなた方の行動計

画のことしか書いてないから，非常に説得力がない。

○事務局

はい，すみません。できるだけ積極的な文章になるよう考えます。

○委員長

目標をね，書く。

○事務局

， ， 。だから 河川管理者である我々が 主体で可能なものについて考えたんですけど
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○委員長

あなた方ができるかどうかで判断して書くんじゃないんだよ。あなた方がこうや

りたいんだというところを目標のところには書かないと。

○事務局

我々が主体的にできるところと，そうでないところっていうのがあって，そこは

ちょっと使い分けになるかもわかりませんけど。我々で責任もってできるところ，

そうでないところっていうのはありますから。

○委員長

いやいや，だから。

○事務局

協力を求めてしていただくところはやっぱり。

○委員長

目標となるのは，あなた方ができないことは目標の中に入れちゃいけないわけで

すか。

○事務局

我々だけではできないということであるので。

○委員長

いやいや，だから。いや，それは実施に関するところで書くべきであってね。基

2本的には目標っていうのは，例えば日本の国をどうしたいんだという，例えばCO

削減目標はっていうのは，10 年間でその前の 10 年間の何パーセントにしたいんだ

という。つまり，それはできるかどうか分からないよ。

○事務局

はい。
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○委員長

けども，目標設定のときにはね，そこを書かないといけない。

○事務局

はい。ちょっと再度見直して。検討してみます。

○委員

それに関係してなんですけれども，やっぱりこの前の方に書いてある現状と課題

ありますよね。これとうまくリンクしてないから目標も曖昧になってるんじゃない

でしょうか。やっぱり現状が何々で，課題がこうこうで，課題に即して目標ってい

うふうに素直に解釈すればなると思うんですけれども。この前のほうでも結構曖昧

な書き方をしてるんですね。

例えば 8 ページ，河川環境に関する現状と課題。動植物っていうのがあって。こ

れは今まで委員会で審議してきたときには，何度も意見述べさせていただいてると

思うんですけれども。この河川の特性をきちんと記述してないんですよね。なんと

なくここにいるような生き物を幾つか適当にピックアップして並べて，それだけで

終わっているので，これがほかの水系とどう違うのかっていうような特色をつかん

でないし，特色をつかんでないから課題もよく見えないっていうのがやっぱりある

と思うんですよね。恐らく動植物に限らずほかのことについても，そういう傾向が

あるんだと思うんですけれども。

ついでに動植物の記述に関していうと，私は他の県の委員会のほうにも出てます

から，自分でもそちらとの整合性も図って言わないといけないなと最近痛感してる

んですけれども。

特色をはっきり出す一つの方法っていうのは，例えば県版のレッドデータブック

がありますし，あと希少種，保全条例でも指定されてない種もあれば環境省の特定

群落の指定とかありますし，あと天然記念物もありますよね。だから，まずそうい

うのをきちんと記述すべきだと思うんですよ。この流域にそういう指定種などがい

るのかどうか。いるんだったらどういう種類がいて，何種類ぐらいいるのか。あと

は，在来種と外来種の別とか。あと，それプラスこの流域で産業的に重要な動植物

があるのかどうかとか。典型的なものを持ってくれば結構この特色を記述するって
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いうことができると思うんですよね。その中で課題が見えてくると思うんですよ。

そういうのにつなげて目標を書けば，すっきりするんじゃないかなと思うんですけ

ど。

○委員長

だから，現状のところで課題をしっかりと具体的に記載して，その課題に対して

不満なところをどのレベルまで改善するという目標をおいて，それはそれに対して

具体的にはどういうアクションをとるのか，あるいはどういう計画設計をやるんだ

というようなね。やはり各章の設定されている目的をしっかりと，もうちょっとや

っていただかないと。

だから，例えば今日お配りしているね，11 ページのところで利水の目標ってい

うところがあって。ここを「行う 「努める 「努める 。じゃあ，行動しますよ」， 」， 」

ということが目標になっちゃってるわけね。利水の目標っていうのは，当然どのく

らいの水量を水需要に応じてどれぐらいの水量のところまで需要に対して何パーセ

ント保障できるようなところまでを，目標としますよということを書くべきところ

をね，行動計画しか書いてない。だから，ここでこう書いてて，次じゃあ，15 ペ

ージを見て，利水の実施のメニュー。これ両方読み比べてください。まったく同じ

。 。 ， 。 ，ことが書いてある コピーペースト 字数は多いよ 実施メニューのほうが ただ

現状把握の情報提供なんて，情報って何ですかっていうことぐらいを。15 ページ

。 ， 。 ，は文字が加わってるだけです 書いてる内容は 全く同じじゃないですか だから

そんな，要するに整備計画案としてはね，なんか何をやっているか分からないよう

なものを。

○事務局

利水については，目標設定をするデータもあまりないんで，まずは情報収集に。

今水位計も付いてませんでしたので下流のほうにも，本川のほうにも。

○委員長

それはだから，実施は実施で分かるんだけど。
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○事務局

， 。 ， 。一つは 目標をどう書こうかなというのはあったんですけども はい 考えます

○委員長

， 。 ， ，そのへんね しっかりしとかないと 今ちょっと ここの話とは違うんだけども

吉野川の河川整備計画はものすごい難航してるのね。あれがなぜかっていうと実は

このパターンのものが最初素案として出てきたんですよ。その現状把握が全然努力

不足でできてない。しかも，目標設定と言っておきながら，特に環境なんかについ

ては目標なんて具体的に何も示されない状況でやってて。それで，それと同じ目標

と実施の方針というのかな，実施メニューみたいなものでも，それから進んだ，そ

れを具体的にどういうふうに目標を達成のための努力をするんだということが全然

示されないままに。示されないほとんど目標のところのコピーペーストで，やって

いったという。それに対してですね，学識者委員からも批判が出たし，もちろんい

まだに地域住民の方々からも批判。首長なんかからの批判も多々出てる。非常にあ

れが行き詰っている。

だから，国交省はそのへんのところは分かってるからね。やっぱり，多分これを

出そうとしたら，そのへんのところをきっと突かれると思いますよ。また，逆にそ

のへんのところをきっちりした文章を出したら，それはそれで私は受け入れられる

んじゃないかなという風に思いますね。だから，抜本的にちょっと検討し直してく

ださい。

○事務局

環境の目標設定っていうのは，だから，我々もまだ勉強中のところもありますの

で，国土交通省さんの見ながらではなかなか難しいなと思いますけど。はい。国交

省の資料等も，また再度確認しながら考えたいと思います。

○委員

あまり国土交通省を意識する必要はない。言葉のとおり黙々とやればいいだけの

ことだと思うんですけど。
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○事務局

いままでいろいろ非常にご支援をいただいたと思ってます。特に，これは私の個

人的な愚痴として聞いていただきたいんですが。

我々は土木屋なんですけど，例えば橋をつくるには，構造系，それから積算系と

かね，こういうのは結構，わかってきているんですけど，やっぱり生態学とかエコ

ロジーとかね，そういう部分について，その時代はなかった部分があるんですね。

ですから，まさに今おっしゃっていただいた河川毎に特性があるだろうという部分

については，また逆にこう書く前にね，この川はこんな感じになっているという，

そういう部分は大事だと思います。どうしても我々，やれる作業を続けてきてるの

ですが，どうしても。

○委員

感じの部分もあるかもしれませんけど，さっきも言ったように，自然共生室のほ

うではレッドデータブックなどを作成してリスト化してて，そちらでは河川の環境

調査もやられてるわけですよね？ 要はそれ両方を付き合せれば。すぐに注目すべ

き動植物っていうのは出てくるわけじゃないですか。そういうような観点を盛り込

んで記述していけば，自動的にできるようなものだと思うんですけど。

○事務局

その辺りを調整しながら，なおかつ，色々こういうところについても御指導をい

ただきましたので。

○委員長

そのほかございませんか？

○委員

ちょっとすみません。細かいところでいいですか？

○委員長

どうぞ。
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○委員

今日配布された修正資料の 18 ページのところなんですが。1 枚ものの裏で。図

の 3 の 2 の河川の改修断面図というのが。順番変えてるだけですか。

○事務局

改修断面図を上下入れ替えているだけです。

○委員長

これ，場所が違ってるということですか？

○事務局

， 。 ，下流側から表記することが前提 原則となっていますので 18 ページの下の絵

， 。この図が広岡川合流地点山付区間というのがですね これが上流側になりますので

○委員

ああ，そうですか。

そういう意味でこの図を入れ替えるんですか？

○事務局

まず，この山付区間というのが，この馳馬堰のすぐ上のところになって。上流と

いうのはこちら側になります。資料 5 のほうの上に書いてあるのが，このあたりで

すね，そっちのほうになりまして。下に書いてるのがこのあたり。

○委員

はい。分かりました。この下流側のほうは。特に，ブロック積というのがありま

すけども，これはそこから下流側も既にもうブロック積で河川改修やってきてるん

ですか？

○事務局

ここは，自然石を置いてる。巨石を置いてる。護岸は 1 割勾配で巨石を置いてい
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るんですが。赤い部分の改修区間は，これからです。

○委員

ブロック積になってるんですね。下流側のほうは。しかし，ブロック積っていう

のは，なんかちょっと野暮だなって。

○事務局

はい。ちょっと考えてみます。

○委員

なんか自然工法とかいわれているのに，ブロック積っていうのは河川環境の点か

らいっても，下流では子どもが遊ぶとか言ってますんで，なんかこう，もうちょっ

と考えて。ついでにもう一点だけ。修正意見，修正についてという文面のですね，

同じページではあるんですが，18 ページの 6 から 8 行目ですかね。そこのところ

で，修正したほうで機能回復としてとありますよね。

○事務局

はい。

○委員

ちょっとその意味が，ぼくはよく分からないですね。

○事務局

今の固定堰，馳馬堰は取水するための堰なんでね。馳馬堰を撤去することによっ

て取水が馳馬堰から水を取っているのはですね，堰を撤去することは取るところが

なくなるんで。別途，そこに取水設備を設けますよと。今の取水機能を確保するた

めにですね。

○委員

そういう意味ですね。その下のところで例えば回遊性魚類ですとかね，そういう
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， ，絶滅に近い動物が書いてあったんで 例えばそれが遡上したり降下できるっていう

そういう意味での機能回復もなるんですか。

○事務局

撤去しちゃうんで，それはできると。固定堰じゃなくなるんで。今魚道ついてま

すけども。堰がなくなるんで。

○委員

ちょっと気になったのは，機能回復っていうのは，そういう本来の河川のそうい

うような自然生態的な機能かと。ちょっと意味も，書かれてなかったので，もうち

ょっと明確に説明があれば書かれてもいいのかなっていうのがちょっとね。文言の

話です。

○事務局

はい。

○委員長

まあいえば，ここは堰のない取水施設づくりをやるというんですね。

○事務局

はい。

○委員長

それと同時に，やはりいわゆる魚の通り道として，魚の降下・遡上の妨げになら

ないようになるような形態の取水施設を代替設置するというふうに書くべきかね。

ものすごいはしょってしまっているから，よう分からんのやな，これ。

○委員

ちょっと補足がいるのかな。
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○委員長

うん。

○委員

底樋みたいなのを入れるんですか？

○事務局

そうです。川底から水を取るような。宍喰川で幾つかそういう取水施設がありま

す。同じようなものが上下流に一か所ずつあります。川底に設置して導水管で水を

引くような。まあ，こういう円形のものを底に置いてですね，それで配管してです

ね，ポンプで取水する。既存の今堰自身は，固定堰っていうのは昔からあるんです

。 。 ， 。けど その高さは絶対なんですね そこで押さえとるから 洪水で水が増水すると

そこが高いから，改修計画は，河道改修やるっていう部分でいえば，流水上，治水

上阻害しとるということがあるのでそれを撤去する。撤去した場合，代替施設が必

要になる。その機能回復が取水施設なんですよ。そういう意味の機能回復っていう

表現だったんですけど。

削除しすぎた部分があって，分かりづらいかもしれません。○○委員，一石二鳥

っていうようなことでよろしいんでしょうか？

○委員

堰を。まあ，原則的にはそうでしょうね。

○事務局

魚類等が，上りやすいというか，いわゆるバリアフリーになっていますから。

○委員

ええ。ただ，どこの川でも一石二鳥になるとは限らなくて，例えばもっと下流域

のほうでブラックバスなんかが生息してるような河川だと，結果としてこういう堰

なんかが分布の拡大を防いでるっていう。上流域に希少種がすんでるような場合，

それは安易に取っちゃうとかえってだめになるっていう場合もある。熊野川がそう
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なんですけど。場合によっては，そういう点に気をつけないといけない。

ちょっとついでにお尋ねしたいんですけど，18 ページの河川断面図みたいな図

っていうのは，これはもう右側が右岸とかそういうふうに慣習的に決まってるもの

なんですか？

○事務局

川の断面は，基本として右岸を右側に書きます。それで，左側が左岸。

○委員

流れの方向に向けて，上流を背中にして。

○事務局

そう。ですから，例えば，川がこう流れていたら，委員がおっしゃったように海

側を向いて立って見て，後ろへ後ろへバックしていって上流へ向かっていく。

○委員

それは知ってたんですけども，こういう図もその方向で一致させるのかなってい

うのはちょっと知らなかったので。

○委員長

右岸とか左岸とか，どこか入れていただくと，上に。分かりやすいな。

○委員

一般の方はどっちが右岸でどっちが左岸になるかっていう，そこらへんから知ら

ないと思うんですよ。そういう配慮もあったほうが。

○委員

当然ながら水位を保たないといけないので，上流まで導水管を持ってくるという

ことですか。
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○事務局

いいえ，堰自体は横に水を取ります。ポンプアップです。今の水路の高さまで上

げる必要があるので，今の堰まで 2 メーターあるんですよね。そこから取水してい

ます。そこまでは今の河床から 2 メーター下がりますんで，そこまで水路を上げる

のはポンプアップで上げます。この間はずっと川の中を横断しているっていうイメ

ージ。それも最短距離でね。

○委員

すみません，よろしい？

○委員長

はい，どうぞ。

○委員

今 18 ページのところだったので，先ほど○○委員もおっしゃったんですけれど

も，この断面図なんですが，本当にこのブロック積というのがすごく目に付いてし

。 ， 。まって なぜここだけブロック積なのかなっていうのが 気になってるとこなので

やはり，この書き方は限定ではなくて，何かちょっと工夫していただけたらなと。

○事務局

はい。

○委員

ちょっとすみません，19 ページのほうもよろしいですか。この地震・津波対策

のイメージなんですけれども，ここに記載された工法で施工するのではないかとい

う感覚がすごくあるんですよね。だから，これは一例であって，もちろんイメージ

なんですけれども，ここにこの図が出てくると，こういう改良をしてしまうのかな

っていう錯覚があります。

それと，やっぱり先ほども皆さんおっしゃっていたように，ここのページで「努

める，努める，努める」っていうのはすごく目にかかるので，何かやはり実施する
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ところにおいては少し，努めるではなくて「行う」ぐらいというのがいいのではな

いかなと思いました。

もちろん，この 19 ページのイメージというのは，イメージとしてはあるんでし

ょうけれども，なんか本当に工法ってこれだけじゃないよねっていうのが，ちょっ

と引っかかるので，これだけがここに出てるっていうのがちょっと，なんとなく違

和感があったかなというところです。

○委員長

はい，どうぞ。

○委員

この図に関していえば，地盤改良といいながら，何か矢板を 4 本も打ちつけてる

ような図なので，ちょっと左側と同じように見てしまうので，何か書き方を変えた

ほうがいいのかなっていう。

○委員長

これはサンドパイルですか？なんとなく分かりにくい。ここは矢板に対する砂杭

でしょう？書き方のまずさでいうと，18 ページに返って，この今日のあれなんで

すけども。18 の 2 から 5 行のところという，図の下。修正案のみお筋等の河道形

態となってますけど，これは，正しくは床，河床形態といいます。

それから，みお筋等が早期に復元するよう河床形状を検討しって。これは学術レ

ベルでもまだ検討なんかできるような学術レベルかなという，本当にそれで答えが

出てくるものなのかどうかっていうのが非常に心配な。現在の河川技術の中で，早

期復元に役立つような掘り方を決めるっていうのはなかなか難しい。

むしろあれですよね，先ほどのブロック積のところにもあったように，つまり横

断形状というものをですね 「複断面化も含めた掘削形状の」ぐらいにしておくほ，

うが，特に生態系がらみの河床形態っていうものが，何が望ましいのかっていうこ

とも，まだ現在，そんな評価基準，何もないのでね。評価基準がないものに対する

形状検討なんていうのはできないんだから，こんなことは。そのへん，今度は皆さ

ん方の行動アクションとして，本当に技術的にやれるのかやれないのかっていうよ
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うなことも，もう少し考えながら。

○事務局

今，多自然川づくりの基本指針というのが出てまして。また，中小河川の河道計

画基準というのもあるんですけども，たしかに委員のおっしゃられるように河床を

掘り下げる場合，その河床の形態っていうのが，それが安定するまでにはある程度

時間かかりますよと。最初，平らにするんじゃなくて，既存のみお筋のところを若

干深くするなりの工夫をして，経過観察をよくして，適性な形になるように経過観

察しますという意味です。

○委員長

だから，その適性をどうするのか，どう設定するのかということがね，できます

かっていう。

○事務局

多分，一発回答は難しいんだと思うんですけども。

○委員長

横断形状が，例えば川幅に対して深掘れっていう最大洗掘深の比がね，深さが幅

に対して何パーセントになるっていうのが適性で，蛇行周期が川幅の何倍になるの

が適性か。そのへんのところですよ，これ検討するっていうことは。

○事務局

御意見をいただいて，検討しなければとの前提で，理想は旧みお筋については，

一番深いところを触らないほうがいいっていうのは明らかです。だけど，治水を考

えて，計画高水位を下げることから言えば，どうしても河床を下げることになる。

この断面を見ていただいたら，フラットになってないと思うんです。それで，底だ

けが深いんです。そういう形で検討と書いてますけども。この辺りについては，さ

っきも言ったように，川の治癒力と言うと語弊があるんですけども，出水の中で，

ある程度落ち着くところに持っていくっていうのは明らかなことだと思いますし，
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注視しながらやっていくっていう思いを込めて，検討します。

○委員長

はい。そのときにやはりね，そういうブロック積でもって，この河床形態の整備

をやるっていう発想ではなくて，やっぱり事前説明のときにも申し上げたけども，

複断面化ですよ。特にこの直線，わん曲部分から下流の直線部っていうのは，これ

はものすごく危ないところでね。だから，それに対してブロック積なんかでは，ほ

とんど守れない。それは那賀川なんかの例見たら，あれだけブロック入れたって，

ちっとも流れてないじゃない。

やっぱり基本的にやるべきことは，複断面化なんですよ。やっぱりそのへんの方

針をここらで入れてほしいんですよね。

○委員

すみません，複断面化ってちょっとどういうことですか。

○委員長

堤防がこうあるでしょ。今のところこれで見ると，こうきて，単純な台形になっ

てますよね。堤防がこうあってと。そこで，ブロックがあったりとかして。そうじ

ゃなくて，川底の真ん中あたりがこうあって。高水敷のように，具体的には 10 メ

ーターかそこらでしょう。台地があって。だから，2 段，こうひっくり返すと，こ

ういう 2 段のピラミッドの形になるのが複断面といってます。

○委員

平常時の水位は，低いところ。深いところを流れているんですか。

○委員長

深いところ，はい。

○委員

簡単に吉野川とか鮎喰川とか見たら，グラウンドとかサッカー場とかああいうの
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ね。

○委員長

あれをうまく平面形状をね，全く同じ幅の高水敷を置くのではなくてね，少し変

， ， 。化させるとか そういうようなことで みお筋の固定ができたりしていくわけです

○事務局

現実的なことをお話させていただきますと，治水が川の中でこれをどういうふう

， ， 。に工夫していくかという中で ページ数でいいましたらね これ見ていただいたら

17 ページ，図を見て，ずっと延々と河川改修やってきて，今どちらかというと議

論していただいているのは，赤の部分の議論です。その複断面化の可能性っていう

のはなかなか難しいと個人的には思っています。というのは，上下流の川の河道の

流れや，今その現状の川のカーブとか，そういう余力部分でね，工夫できないかと

か，そういうのを前向きに考えていきたいと思います。

○委員長

， ， ，「 」しかし いずれにしろ 河床形状を 掘削形状を工夫するということによって

というのは，工夫なんてできるものかな？ 今の状況断面なんかの設定として。

○事務局

施工はかなり難しいと思います。

○委員長

。 。 ，施工というか設計はね 掘削工法の設計はね 掘削工法の設計はすごく難しいよ

これ。

○事務局

今工事でいうと，多分台形の箇所。

○委員長
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台形の箇所。結果的にはね。

○事務局

できるだけ今の河床を平行移動したような形で下げるのがいいのかなと思いま

。 ， 。す 複断面につきましても 中小河川の場合低々水路という言い方をしますけども

○委員長

はい，はい。

○事務局

そういったものがちゃんと複断面っていう大きなものではないかもわかりません

けども，低々水路というのがどう設計できるのかとか，どういうふうに落ち着くの

かっていうのは見ていきたいと思います。

○委員長

見るのはいいんだけどね。だから，それの理想系，現在の，将来相当大きく変わ

る，全然川が変わってしまうわけだけど，現在のみお筋線を重視すると。

○事務局

川っていうのは一様でなくて，まさに瀬と淵があって川ですから。

○委員長

いや，だから。そこをみお筋を。だから，現状を目標値にするわけやね。

○事務局

はい。

○委員長

みお筋形状は，現状を目標値にする。
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○事務局

というか，さっきも言ったように前提条件の中で，掘り下げるという宿命を我々

は持っているという部分を，ここで表記しているのです。

○委員長

そこをね，掘削形状を検討するという方向で，そういうみお筋の平面形状の復元

をやろうということは，私は無理だと思いますよ。

○事務局

ちょっと表現を考えてみます。

○委員長

うん。だから，それで，私が先ほど複断面って言ったのは，複断面化をするとい

うことだったとしたらそれはできる。その目標を具現化することはできていくでし

ょう。掘削形状っていうものなんかでは，それは河床変動の単なる初期条件にすぎ

ないわけやからね。河床形態っていうのは，堤防ののり面の形，いわゆる法線形状

プラス低水護岸の，高水敷の前面の低水護岸の法線によって，河床形態っていうの

は決まるわけです。だから，その方向からやらないと，おっしゃってるみお筋の復

元というのはできない。はい。どうぞ。

○委員

非常に専門的な話が続いて，私，まだちょっと分かりにくいところがたくさんあ

るんですけれども。今日の資料の中の最後のページに 「地域住民・関係機関との，

連携・協働」と書かれています。委員会のあと，住民の方々に説明があると先ほど

計画の表を見ながらお聞きしましたけれども。やはり，この会の最終的な目的が，

「人と自然が共生するきれいな水と豊かな自然環境の川」っていうのが大きな目標

になると思うんですね。ハードな部分は専門的な皆さんの技術をもちろん発揮して

いただきまして，最終的には人間とのかかわりがやっぱり忘れてはならないもので

あると思います。今日は専門家の方たちが多いので，こういう会になってますけれ

ども，次回住民の説明というところでは，一方的に資料を見せるだけではなく，本
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当の地元の方たちの意見をよく聞き出して，そしてその特色っていうんですね，先

ほど○○委員がおっしゃいましたけど，本当に資料の上では見えてこない地元の本

当の特色っていうのもやっぱり入れ込んだりして，個性を出してもいいじゃないか

なと思います。私は他の委員会や県は知りませんけども，徳島らしさ，そういうこ

とを入れていくのもこれからの資料も必要だと思っております。

○委員長

○○さん，そのへんのところを，またあとからでも結構ですから，具体的にこの

へんのところをもうちょっと深く突っ込んでほしいだとかいうようなことで，また

事務局のほうに連絡しておいてください。

○委員

新町川のことに関しては分かるんですけど。ここの川のことを知らないじゃない

ですか，まだ。だからそれは，足を運んでらっしゃる皆さんのこれから実施する皆

さん方の役割だと。もちろん，私は地元と交流してみますけど。そういう本当の生

の声を聞き出すことが大事だと思います。

○事務局

ここも団体ございまして，広岡地区流域環境保全の会。今，会員さんは約 30 人

で，年 3 回ほどアドプトとして活動をやっていただいております。

○委員

よろしいですか。今のに少し関連して，この 23 ページのところに，多分，地域

住民・関係機関との連携・協働の文言があるんですけれども。ここが，あの，結構

絞られてしまってるところがちょっと気になったなというのがあるんです。河川清

掃活動の支援とか，あと環境学習・防災学習等の支援という文言で縛られてて，先

ほど○○委員がおっしゃったように，地域の方々の意見を収集するというか調査し

て，そういったものをその川の活動に対していくっていうような，そういったもの

がここに書かれると，今おっしゃってたようなことが実現できていくんではないか

なと。具体的にここ出てるので，逆にその部分が欠けてるから余計に目立つという
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か，そんな感じがしましたので。ここのところにそういった文言が入れられたらと

思います。

○委員長

はい。

○事務局

今海陽町の役場等々と意見交換したなかでですね，OURリバーアドプトの取り組

みですとか，また，地域では宍喰地区として河川だけでなしに，海岸のほうの清掃

も年に一回ですけど一斉にやってるとか。あと，子どもが夏休みに遊ぶ前には父兄

が出てそのあたりの掃除やったりとか，お祭りで使ったりとかいろいろやってくれ

ているというのは，それを一部書いてまして，また地元でこういったことをやりた

いとかいう話があればまた書き込んでいくのは，はい。

○委員

そうですね。ですから，そういったものを，なんていうか計画を練って，実施に

向けて，そういう意見を取り入れながらやっていくっていうふうなスタンスが必要

ではないかなと。

○事務局

はい，分かりました。今おっしゃっていただいたとおりなんですが，2 行の中で

その思いを込めたと思ってますんで。

○委員長

はい，どうぞ。どなたでも結構ですので。はい。どうぞ。

○委員

一点は，○○委員，○○委員が言われたことと同じで，目標いわゆる数値目標で

すか。それと例えば水質なんか例えば，ここだったらなんですか，水質の保全，具

体的には大腸菌が上回っていますから，それを具体的に基準値をクリアするように
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努めるとか。この川の水質は，他の指標をクリアしているということですね？

○事務局

はい。

○委員

だから，この川の水質については大腸菌だけが。

○事務局

， 。大腸菌も特にこの緑のところなんですけど 宍喰は宍喰橋のところはもうOKです

これに対して，この 4 月からですね，一部この宍喰地区で，公共下水道が稼働しま

す。供用します。今，それも一部なんですけども，それがこの地区に広がると，大

腸菌についてはかなり減るんじゃないかなと。どの程度下がるっていうのは予想で

きないところはあるんですけど。

○委員

だから，ここの水質改善に努めるというのは具体的には大腸菌を基準を満たすよ

うにするっていうことですね。

○事務局

はい。あとは維持をするというようなA類型に。

○委員

もう一点，これは非常に些細なことなんですけども。ここをまとめてパワーポイ

ントにされて，説明されていますが，三つの現状と課題，河川整備の目標，三番目

は河川整備の実施，メニュー。このメニューというのは本文のところに全く出てき

ませんね。私は，メニューということをもう一つですね，食堂のメニューとか。選

択肢の一つという感じにメニューを使う。だから，実施事項とかいうほうがいいん

じゃない？
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○事務局

はい。参考にさせてもらいます。はい，ちょっと。すみません。本文のほうはメ

ニューではなく，実施事項としています。すみません。

○委員長

実施メニューの治水関係のとこだけども，多分これを地元説明とか，地元の市町

村長，それとも地元は市なのか。市ですか？ 町ですか？

○事務局

町です。

○委員長

海陽町？ 町長さんまでいくと，内水についてはどういうふうな認識を持ってお

られるんですかっていうようなことが多分出てくるんじゃないかなと思うんです

ね。だから，それは県の河川課は外水だけと，そういう御都合があるかもしれませ

んが，地元で説明したら必ず内水については，どんな認識でおられるのかっていう

のを入れてくれって言われるんじゃない？ 内水っていう言葉がこの実施について

は全く出てこないですね。

○事務局

まず，ここをこう改修したらここはどうなるんだっていう話をいただいて。

○委員長

いや，そこだけじゃないよ。街中だったって内水の話ありますよ。

○事務局

上流のほうについては掘込みのようになってます。内水の問題はないだろうと思

。 ， ， ，います 下流側につきましては 今現在 河川管理者のほうではないんですけども

町のほうでポンプの設置をしていただいています。
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○委員長

いやいや，だからそれはあなたが今やってることはそうかもしれないけど。じゃ

あ，その 20 年間というものの中でね，内水に対しては県はどういうスタンスを取

るんだということぐらいは入れとくべきじゃないんですかっていう。全く触れてな

い。

だから，関係機関と協力しながら住民とのなんとかでまた皆さんお得意のやり方

で書いててもいいんじゃないですか？

○事務局

すみません，目標の 14 ページにはちょっとそういうことも書いているんですけ

ども。

○委員長

はい。実施のところでは記述がない。

○事務局

はい。

○委員長

実施のところね。実施のところ。

○委員

今もそのところで，現状の課題のところにでも浸水被害というのが生じておると

書いてある。これは，内水も含めて，内水の被害が多いんですか？

○事務局

回数としては，はい。

○委員

ここには内水被害っていうのは具体的な言葉がない。この下の 3 ページに，下流



40

第 19 回とくしま川づくり委員会

域の内水被害が懸念される地域ではと書いていて。内水被害はなくて，将来計画を

進めたら内水被害が発生するだろうということですか？ 現状は。

○事務局

内水被害は，現状であります。

○委員

あるんですか？

○事務局

あります。はい。

○委員

本文には書いてないけど，図には出とる。

○委員長

内水被害は非常に多い？

○委員

そしたら，本文も修正すべき。本文には内水被害が多いか書いてないから。書い

。 。 ， 。てない 3 ページのところにも治水のところにも 浸水被害 ひとくくりにしてる

○事務局

すみません。

○委員

河川改修ができれば，例えば黄色いところは。

○事務局

黄色いほうは。
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○委員

なくなるっていうことではないですよね。

○事務局

ここはなくなる。はい。

○委員

そうやね。一応改修はここまでなんですね。

○事務局

家屋が集中しているのはこことか。ここはもう改修済みました。ここは改修でき

る前の平成 10 年の被害なんで。

○委員

ちょっとね，整理させていただきたいのは，例えば今，黄色いところっていうの

は表現がありましたので，ページ数でいいますとね，4 ページ。

○委員

向こうのほうが黄色い。こっちは青になってますね。

○事務局

流域として改修をすればすべて山に降った雨が海に届いてどこにも影響を及ぼさ

ないって，これ理想です。けれども，こんなことはなかなか難しい。まずは，我々

がやってることっていうのは，河川改修を行います。例えば，生起確率 10 分の 1

でするんですけども，その雨がつくった改修の川から溢水しない，越水しない堤防

等つくって流すような。それを受けて，吉野川も他の川もそうなんですけども，そ

ういうことを受けたら，支川の流域とか，市街地について，川に水が入らない。

そういう部分の中でいえば，この左岸側の人家連坦部分なんかについては，どちら

かといえば下水道部局みたいなところが，都市部で考えてくれたら分かると思うん
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ですけども，徳島市とか小松島でもいいんですけども。こういうところは公共下水

として雨水とか汚水とかいうのをやっていただく。

今度，農林サイドのほうはどうしてるかっていうたら，湛水防御っていうのをやっ

ている。潅漑排水とかいうのでなしに湛水防御。そういう役割分担の中で，ここで

いえばちょっと場所忘れましたけど，5 年，10 年，15 年，何回か被害に合ってる

部分がありますので，農林は中角などでポンプ場とかいうようなこととかですね，

3 か所ぐらいそういうポンプで排水するような手当てをやっていただく。

例えば，平成 10 年と思うのですが，上流が改修できてなくて越流して水がずっ

と道ぶち走って民家にほうへ被害を及ぼしたっていうこともあるので，川の中へ水

を治めるというので，今上流に向けて山水を川に飲み込ますっていうか，そういう

ことをやっています。

○委員長

もちろん，それで流量が少なくなって。だけども被害部分の日比原のところが全

部が内水ということも考えられますよね。だから，全部なくなるわけではない。そ

ういう理解でよいですね。

○事務局

はい。

○委員長

そのほかございませんか？そしたら，今日出ました意見，よく反映させるように

素案ではなくて，第一次案があるんですかね。第一次案についてはよく改善してい

ただくようにお願いします。

○事務局

はい。

○委員長

そのほかなにか。
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○委員

ちょっとついでにお尋ねしたいんですが，この宍喰川を出た海岸，これ離岸堤が

ずっと続いてるんですよね。海岸はかなり侵食される傾向にあるんですか？

○事務局

今のところ侵食っていうことはないですね。

○委員

河床を掘削した土砂などはもう養浜の方に転用するとか，そういう事業などもや

られてるんですか？

○事務局

養浜については，そういう河床掘削の土を持っていくやいうことは，まだやって

ません。

○委員

それに限らないですけど，やっぱり将来的にはもっとなんか海岸も含めた流域管

理的な視点で再編成してくようなことを考えたほうがいいような気がするんですけ

どね。農業利水なんかについてもそうなんですけれども，最低どこかで関係してく

るので，所管省庁の縦割り枠だけでとらえると，流域の本当の姿はなかなか見えて

こないと思うんですよ。

○事務局

， ，場所は違うと思うんですけど那賀川なんかでは 上流にダムがあるっていうんで

ダムの堆砂の土砂を下流に還元としてやるような作業もやっておることは事実で

す。

○委員

10 ページの，すみません，10 ページの写真見ると，なんか河口ほとんどみお筋

ないように砂州が発達してきていますが，これは計画的に浚渫みたいなことをやっ
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ているんですか。

○事務局

台風でフラッシュされています。

○委員

。 ，先ほど○○委員が川のあれを海に持っていこうと それで気がついたんですけど

あそこは竹ヶ島のサンゴありますね。

○事務局

はい。

○委員

サンゴがシルトで。防波堤を設置したことが原因でね，あれを取っ払うとか小さ

くするとかそういうこと考えているのでは？

○委員

それも選択肢の一つに入れておられるようです。

○委員

しかし，ものすごく難しいところがあります。あそこの河道改修するときに，慎

重にやっていただかないと悪影響が，恐らく良くなることは考えられない。悪影響

のほうが。

○事務局

ちょっと私説明しませんでしたけど，やっぱり海では海の営みされとる方々がい

ますので。やっぱり川の自然の摂理の中で，砂なんかもある程度だんだん流れてい

って海の（不明）状況になって，なかなか上流の土砂を持っていくようなことで良

いのかどうか。それと，先ほど第二室戸台風の関係で，御質問された件ですが，ち

。 ， ，ょっと今調べさせました とりあえずどんな状況かといいますと 第二室戸台風は
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3 日間に渡って非常に長く雨が続いたと。それで，その日雨量は 9 月 14 日で 60 ミ

リ程度。15 日で 90 ミリ程度。それから 16 日で 90 ミリ程度の雨で，その日最大雨

量っていうのが 26 ミリ，13 ミリ，23 ミリと。雨量ピークとしては，この程度だっ

たと。だけども，通常から考えて，その中の 16 日に最大の偏差である 2.4 ミリと

かいう値が出てきたんですけども，その 1 日前，2 日前としたら，高さ的にはT.P.

1 とかですね，1.1 とか。それからT.P. 0.95 とかいう感じでやっぱり両方での生

起は起こっていない。だから，時間雨量が 23 ミリぐらいのときに，災害が起きた

ということのようです。

○委員

わかりました。

○委員長

それでは，私の担当は以上にさせていただきまして。

○事務局

次回の開催なんですけども，今日いただいた御意見をいただいて，宍喰川の河川

整備計画を修正し，地元住民のほうの意見を聞いた上で，また夏ぐらいになるかと

思いますけども，開催したいと思いますのでよろしくお願いいたします。

○委員長

地元へは，今日の段階のまま示すの。

○事務局

いや，修正して。はい。

○委員長

そしたら，修正したらやっぱり地元に行く前にですね。委員には。
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○事務局

見ていただいて。最終見ていただいて，御確認いただいてから。

○委員長

そうですね。それはしてください。

○事務局

はい。

○司会

， 。 ，長時間 本当にありがとうございました 各委員の方々からいただいた御意見は

十分検討させていただいて，この事業を進めていきたいと思っています。

それでは本日の川づくり委員会は終了したいと思います。どうもありがとうござ

いました。

―了―

以上，審議終了


