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○司会

それでは、定刻となりましたので、ただ今から第１０回とくしま川づくり委

員会を開催させていただきます。

私は、河川課の○○と申します。本日、司会をさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いいたします。

議事に入ります前に、資料のご確認をさせていただきたいと思います。

本日の会議に先立ちまして、資料を３つお送りさせていただいております。

、 、 （ ）１つ目は 資料１と題しまして 二級河川福井川水系河川整備基本方針 案

対比表と、修正後の本文の案と、それと流域概要編の差し替えの部分を資料１

ということでお送りさせていただいております。

、 、 （ ）それから 資料２につきましては 二級河川福井川水系の河川整備計画 案

でございまして、緑色のファイルでお送りした分でございます。

それから、資料３といたしまして、赤い色の、ピンク色のファイルでお送り

させていただきました吉野川水系旧吉野川圏域の河川整備計画（案）でござい

ます。

続きまして、本日配布させていただきました資料といたしまして、まず本日

の会議次第、それから、本日の配席表、それと第９回とくしま川づくり委員会

での意見（福井川水系河川整備基本方針・本文）と書いてございますＡ４の横

書きの資料。

それから、福井川ダムのパンフレット。

それから、福井川水系河川整備計画（案）説明資料と書きましたカラーの、

これからご説明しますパワーポイントの印刷版でございます。

それから、旧吉野川圏域の河川整備計画（案）の説明資料。

それと最後に急遽お配りしましたが、タイトルのほうは、福井川河川整備基

本方針（本文）と書いて、その次には旧吉野川圏域の補足説明資料を付けまし

た２枚のペーパーでございます。

ございますでしょうか。余分もございますので、もしお忘れでしたら用意さ

せていただいておりますので。よろしゅうございますか。

それでは、最初に河川課長からご挨拶を申し上げます。

○事務局

河川課長の○○でございます。委員の皆様方には大変お忙しい中、またお暑

い中、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。

先日、台風１０号とその後の豪雨によりまして、県内各地には記録的な豪雨

がもたらされ、とりわけ上那賀町の海川における日雨量につきましては１，３

１７ｍｍというような日本最高を記録いたしまして、大きなつめ跡を残す結果
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となりました。

我々は、改めて自然災害の脅威と河川整備の重要性を再認識したところでご

ざいます。

県といたしましては、今回の災害の復旧に全力で取り組むとともに、災害を

防止し、住民が安心して安全に暮らせる地域づくりを図っていきたい、とこの

ように考えております。

さて、このとくしま川づくり委員会につきましても、今回、１０回目を迎え

ることとなったわけでございますが、今後とも基本方針、整備計画の策定に向

かいまして、全力を注いでまいりたい、とこのように考えております。

本日は、福井川河川整備基本方針（案 、福井川河川整備計画（案 、旧吉） ）

（ ） 、 、野川圏域河川整備計画 案 について ご意見をいただくわけでございますが

より良い川づくりのために、委員の皆様方のご意見、ご指導のほどをよろしく

お願い申し上げたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

○司会

それでは、早速でございますが議事に入りたいと思います。

これからの進行のほうは、○○委員長さんに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

今のご発言をちょっと補足しますと、日本記録を更新した、とおっしゃいま

したけど、その前の日本記録は同じとこなんですね。那賀川筋の日早というと

、 、 、ころで １日に降る雨量は日本一だったのが それをまた自己記録を更新した

という感じですね。

１，３００ｍｍといったら、大体どんなものかといったら、香川県に降る１

年分の雨が１日で降った、ということです。大体、瀬戸内海地方は年間１，３

００から１，４００ｍｍなんですね。それが１日でわーっと降ったということ

ですね。

運が良かったのは、渇水で取水制限をやろうかって言ってた時なんですね。

だから、早明浦ダムも長安口ダムも、早明浦ダムは吉野川ですが、どちらもダ

ムが空っぽに近かったために、被害はもし空っぽでなければ、もっと大きくな

っていたんじゃないかなと思います。以上です。

会議次第２番の議事ですが （１）ですね。二級河川福井川水系河川整備の、

（ ） 、 。 。基本方針 案 について ということです 事務局からご説明をお願いします

○事務局

それでは、福井川水系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。本日お配りしました第９回とくしま川づくり委員会での意見（福井川

水系河川整備基本方針・本文）と書いたＡ４横書きの資料をご用意いただきた
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いと思います。

事前に前回のご意見をいただいたあと、修正した分の対比表と、その修正後

の本文というのをお送りさせていただいておりますが、その対比表をさらに要

点の部分を要約したのが、きょうお配りした、この第９回とくしま川づくり委

員会での意見という資料でございます。

それでは、これに基づいて説明させていただきます。その前に、この福井川

の件につきまして、本日の議事の予定と申しますか、事務局の腹づもりのほう

をちょっと先に申し上げさせていただきます。前回、基本方針についてご意見

をいただいて、修正してきてまいったわけなんですけども、今回その修正をご

説明して、さらに皆様方にご意見をいただいて、その結果でもって、この福井

川の基本方針については成案をまとめていきたいな、というふうに考えており

ます。

、 、 、もし今回 いろいろご意見が出まして 結論が出なかった点につきましては

また次回に送るというのではなくって、○○委員長さんらとか、各委員の皆様

に個別にご相談しながら、今回の意見をもって成案にしたいな、というような

事務局の意向でございますので、どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、説明させていただきます。

、 、 、 、この 第９回とくしま川づくり委員会での意見 ということで 左からＮＯ

とキーワード、それから意見と書いてございますのが前回、委員の皆様方から

いただきましたご意見でございます。それで、変更前というのが前回の案の状

態、それから、変更後というのが今回、修正してまいった分でございます。

それで、まずＮＯ．１からＮＯ．４までは水質とか川の流量に関することで

ございまして、まず最初、ＮＯ．１で、水質に関してでございますけども、水

質の数値に代表的な数値を記載しておいたほうが、より分かりやすいのではな

いか、というようなご意見をいただきまして、ごもっともでございますので、

変更後の欄を見ていただきますと、２段目のところに０．５～１．９ｍｇ／ｌ

で推移しており、と現状の数値、それから３行目のほうは、環境基準の次にカ

ッコ書きで２ｍｇ／ｌ以下、というような数値を加えさせていただいておりま

す。

続きまして、ＮＯ．２でございますが、福井ダムができまして、１９９４年

以降なんでございますが、その水質が悪化している、という状況がございまし

て、そのようなことを認識すべきではないか、というようなことでございまし

た。

確かにダム直下の鉦打地点という水質の観測地点では、ダムの建設以前は、

大体ＢＯＤの７５％値が、概ね０．６ｍｇ／ｌ程度であったものが、ダムの建

設後には大体平均したら１．４ｍｇ／ｌ程度に悪化しております 、そういう。
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状況でございますので、言葉として「しかし、福井ダム建設後は、環境基準の

上限に近い水質になっている」という水質の変化、悪化の状況を書かせていた

だきました。

続きましてＮＯ．３。３番目の項目なんですけども、水質の変化を受けまし

て、基本方針に水質の改善策というものを盛り込むべきではないのか、という

、 「 、ようなご意見でございまして これも変更後の欄を見ていただきますと 近年

悪化傾向にある水質に関しては、継続的な調査・監視を行い、関係機関との連

携を図り、水質保全に努める」ということで、水質の保全を図ることを明記さ

せていただきました。

なお、水質について、少し補足的に説明させていただきますと、ダムのすぐ

直下に鉦打地点という水質の観測所があるわけなんですけども、この観測所の

ところで確かにダム建設後にＢＯＤの値が上がった、というようなことがござ

いました。

その前は、仮に言えば降った雨はダム建設以前ですと、１日ぐらいですーっ

、 、と流れてしまっていたものが やっぱりダム湖でしばらくとどまってというか

、 、しばらく滞留してから下流に流れるわけですから その間の滞留時間が増えた

というようなことでございまして、その間に落ち葉なんかの有機物なんかも溶

け込むことも多くなったであろう、ということで水質の、ＢＯＤの上昇が見ら

れたわけです。

その後の水質を見ますと、１９９７年のみは１．９ｍｇ／ｌと、環境基準値

の２．０ｍｇ／ｌぎりぎりまで１年だけ上昇しておりますが、その後は安定し

ておりまして、大体１．４ｍｇ／ｌぐらいで安定した状況にありまして、環境

基準の２．０ｍｇ／ｌからは、ちょっと余裕のある状況で推移している、とい

うようなことでございます。補足的に水質の状況を申し上げました。

、 ． 、 、続きまして ＮＯ ４でございますが この水質の悪化に関連いたしまして

河川の正常流量、流量の設定をすべきではないのか、というご意見がございま

した。この点については、変更を行っていないわけなんです。

と申しますのは、福井川は利水のほうは農業用水の取水がございますが、そ

の取水については安定的に問題なく取水ができている、という点と、先ほど説

明しました水質につきましても、水量の減少に伴う水質の悪化というような原

因ではございませんで、さらに近年は安定的に数値が推移している、というよ

うな状況で、直ちに正常流量の設定を、どうしてもしなければならない、とい

う状況にはございません。

それから、実は、そこの変更後の欄にちょっと書かせていただいております

けども、正常流量の設定をするためには、以下のような数々の検討項目が必要

でございまして、現状ではそれに十分な調査データがそろっていない、という
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ような実情もございますので、今後さらに調査、検討を行った上で設定をした

い、という従前の記述のままにさせていただきたいと思っております。

続きまして、次の２ページ目をお開きください。

ＮＯ．５。ソフト対策の具体例を記述したほうが分かりやすいのではないか

と。従前はソフト対策の充実というような言葉だけでございましたので、これ

のほうにつきましても変更後の欄を見ていただきますと、３行目ですが「情報

伝達体制・警戒避難体制の整備等のソフト対策の支援に努める 。市町村がや」

る部分のことが多うございますので、支援に努める、というふうな表現にさせ

ていただきました。

それで、一般的に考えられる項目、内容でございますけども、①のハザード

マップの作成ですとか、これも市町村が行うわけなんですけども、河川管理者

としたら浸水想定区域をご提供するとかいうような支援をするわけです。

それから、水防活動体制の強化の支援、それから洪水予報とか水防警報、そ

れから、我々の河川情報の提供というような点がソフト対策の例として考えら

れます。

それから、ＮＯ．６でございますが、これまでの水害被害の件でございます

が、水害被害の大きさについても文章表現を変えるべきではないかと。

具体的に申しますと、死者が出るようなもっと大きな被害も出ているのだか

ら、浸水被害という表現だけではなくって、もっとインパクトのあるような表

現を入れたらどうか、というようなご意見がございましたので、変更後のよう

に「他地域にも例を見ない豪雨が発生して、死者が出るなどの被害が起きてい

る」という表現を付け加えさせていただきました。

続きまして、ＮＯ．７でございます。まず、ダムが完成したわけなんですけ

ども、ダムが完成しても、下流の河川改修ができていない、ということで被害

が生じているわけなんですけど、そのことが分かるように記述を加えておいた

らどうか、というようなご意見でございまして、変更後のような表現を追加さ

せていただきました。

「一方、昭和５６年に着手した河川改修事業は・・・であり、平成１５年度

末現在、整備途中である。このため近年でも浸水等の被害が発生しており」と

いうふうに、まだ河川改修が整備途上である、ということを書かせていただき

ました。

それでは、次の３ページ目をお開きください。

ＮＯ．８。この部分は、ちょっと文章の表現が分かりづらい、というような

ことで、内容的に大きく変わっているものではありませんけども、表現を簡潔

に改めさせていただきました。記載のとおりでございます。

それから、ＮＯ．９でございますが、流域概要の中で阿南市全体の数字を書
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いておったわけなんですけども、これについては福井町と外の周辺、幾分ござ

いますわけですけども、福井川の流域の数値を調べ直しまして、それで福井町

だけのデータを調べ直して記載することといたしました。

、 、人口ですとか産業別就業者数 そういうものを福井町のデータで置き直して

記述をさせていただいております。

続きまして、４ページ目をお開きください。

ＮＯ．１０でございます。意見という欄が空欄になってございますが、委員

の皆様方からいただいたご意見ということではございませんで、その後、我々

のほうでちょっと修正を生じた件でございます。

南海地震の津波に関してでございます。変更前の１の（２）の①、取り消し

ラインで消しているところをご覧いただきますと、前回は「将来、発生が予想

されている南海地震による津波被害の防除、軽減にも配慮する」という記述を

しておりました。

実は、徳島県が、徳島県津波浸水予測調査結果というのを発表したわけなん

ですけども、その後、詳しい資料が手に入りまして、よくよく見てみますと、

変更後の※印、一番下の欄に書いてございますように、今回想定されておる南

海地震の津波の高さが、昭和３５年のチリ津波の時の高さを超えない、という

ことが分かりましたので、表現を削除したいと思います。

これについては、ページを３枚ほどめくっていただいて、カラーの津波浸水

予測図というページがあると思いますので、ちょっとお開きください。

この２つ図がございますけども、上のほうにある図が今回、徳島県津波浸水

予測調査結果として、記者発表した津波の浸水予測図でございます。

図の左のほうに福井川の流域が見えておるかと思いますが、色のほうで申し

ますと、水色だとか、薄い緑色とか、濃い緑色とかいうような色が、福井川の

流域に塗られております。凡例のところの浸水深をご覧いただきますと、最大

３ｍぐらいの浸水になる、というような津波の浸水予測図でございます。

ただ、この上の図は、沿岸構造物と申しまして、河川の堤防ですとか、それ

とか海岸の堤防が全くないというか、すべて壊れてしまった、というような想

定のもとにこのような浸水が起こる、ということでございます。

一方、下のほうの図をご覧ください。これのほうには、沿岸構造物あり、と

、 、いう図を示しておりまして 左端のほうの福井川の流域を見ていただきますと

色が塗られてない白い状況になってございます。

これは、福井川の河口部には昔のチリ津波に対応できるだけの河川の堤防が

今、ほぼでき上がっているわけなんですけども、その堤防が壊れずにしっかり

しておりましたら、津波のほうは堤内地と申しますか、田んぼとか家屋のある

ほうには押し寄せない、ということでございまして、確かに堤防がしっかりし
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ている、ということが大前提でございますが、津波の高さといたしましては、

現状のこれまで整備してきておりましたチリ津波の高さの整備で十分である、

ということが判明いたしました。

また先ほどの４ページに戻っていただきまして、例えば変更前の上段のとこ

ろでも「とともに」というところから以下を削除させていただいております。

それから、下の段の２の河川の整備の基本となるべき事項、のところでも、

前回は津波高がちょっと分からなかった状況なので「今後検討を加えるものと

する」というようなことを記述しておりましたが、これについても削除をさせ

ていただきたい、と思います。

続きまして、次の５ページをお開きください。

これのほうは事前にお送りしました流域概要編の差し替えの部分で、変更を

お送りした分でございます。

ここに記載のように流域概要編。まずＮＯ．１のほうは、福井ダムが観光名

所という表現は適切ではないんではないか、ということで 「行楽地となって、

いる」と。ご意見のような修正をさせていただいております。

それからＮＯ．２。タケノコの収穫時期なんですが、ちょっと驚くことに、

正月向けなんかの早いものが１１月ごろから収穫があるそうでございます。農

協なんかに問い合わせてもそういうことが分かりましたので、そのままの記載

にさせていただきました。

それから、ＮＯ．３。先ほども出てまいりましたけども、数値のデータの中

で、人口だとか、そういうものを阿南市全体で記載しておりましたデータを、

福井町のデータで置き換えさせてもらっております。

それから、ＮＯ．４。徳島県新長期計画なんかの新しい計画ができておりま

すので、それぞれ名称を変更させていただいております。

それから、ＮＯ．５のダムの効果ということでございまして、これのほうは

お配りしました福井ダムのパンフレットをお開きいただきたいと思います。

まず大きく開いていただきますと、これは平成１０年の５月洪水と９月洪水

の時の福井ダムの効果を表わしたものでございまして、大きく開いていただい

た左から２ページ目の一番下の図。５月のダムの効果図というのを見ていただ

きますと、この時でしたら７９ｃｍの大西地点で水位低下の効果があったと。

ダムがあるが故に水位が上がるのを抑えられたと。

同じく一番右端の９月降雨でも１．２３ｍのダムによる水位を下げる効果が

あった、というようなことが、このパンフレットには記載されております。

それで、ご意見があったように、ダムの効果というのを数値的に私どももで

きないものか、ということで、過去の水害統計なんかを調べまして、ダムの建

設前と建設後というようなことで、いろいろ集計をしたわけなんですけども、
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実際の水害被害額というような面からは、より良いデータが得られませんでし

た。

個別の１洪水ごとにどのぐらい水位低下があったか、というような検証はで

きるんですけども、ダムの効果を、水害被害の統計みたいなものから残念なが

ら資料的には作ることができませんでしたので、今後これにつきましては、こ

れからもダムの効果の資料作りというふうに努めていきたい、と思ってござい

ます。

それと、最後のＮＯ．６については、私ども統計の取り方にちょっと不備が

ございましたので、２年ほどデータが欠落しておりましたものを追加させてい

ただいております。

続きまして、６ページ目をお開きください。

これについては、私どものミステークですとか、それとか不統一とかいうよ

うなことを統一させていただきました。

例えば、文章の番号の振り方なんですけども、徳島県の公文書作成の手引き

なんかでは、第１、１ （１ 、ア （ア）というふうなルールを定めておりま、 ） 、

すので、これに準拠いたしまして作っていきたいと思います。

ただ、余り多くないのは、第一という漢字のつく第一というのを省略して、

アラビア数字の１から始める、というルールになってございますので、河川整

備基本方針なんかは、１、その次は（１ 、その次はア、というふうなことで）

統一をさせていただきます。

それから、ふりがなについても余りにも多くなると読みにくい、という点を

改善させていただきました。

それから、部と域というのも、いろいろ山間部とか、上流部とか、上流域と

、 、 、か 混在してございましたので その面もちょっと統一させていただきまして

以下、記載のとおり今後、統一して記載をしていきたいと思います。

以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

○委員長

じゃあ、ご討議に入ります。何かご意見ございましたらどうぞ。

はい、どうぞ。

○委員

じゃあ簡単なことを。最後におっしゃられた番号とかのつけ方で、２ページ

のところですけども、ＮＯ．５の変更後、番号が①ですね、大きな。で、その

下に新たに①．②．③．書いてある。ちょっとここは直されたほうがいいんじ

ゃないですかということです。番号のつけ方です。

○事務局

すみません。本文のほうは、そう統一させていただきます、というつもりで
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申し上げたんですが。

○委員

だから、これはメモですね。

○事務局

はい。ちょっとそのへん、付け加えて申し上げました。本文はそういうふう

に統一させていただきまして、例えば流域概要編みたいなのは膨大な資料にな

りますので、やっぱり何の何とか、いうようなことでしないと、通しのページ

に振りますと、かなり修正が出ると、全部ページ数を最初から振り直さないか

ん、というふうな事情もございます。

例えば、流域概要編なんかについては、このルールじゃなくて、従前の方法

とかということでやらせていただきたい、と思っております。

それと、最後にきょうお配りした資料の説明を。急遽作りまして申し訳ござ

いません。ちょっと分かりにくいかな、ということで補足説明のつもりで作り

ましたが、さらに分かりにくいかも分かりません。

福井川河川整備基本方針（本文）と左肩に書いた分でございますが、このペ

ージは福井川の河川整備基本方針の７ページの部分でございます。

そこに下の後半の部分に流量の配分図がございまして、福井ダムのところで
３丸印で示してございますように、福井ダムに丸で囲んである数字に５４０ｍ

／ｓの流量が流れてきて、それから福井ダムで－４７０、４７０ｍ ／ｓカッ３

トするんだから、差し引き７０ｍ ／ｓになるわけなんですけども、それが１３

００ｍ ／ｓになる、というあたりが、一般の方にはちょっとお分かりいただ３

けんだろうから、ちょっとこのへんの補足説明を、という委員からのご意見が

ございまして、それで急遽、補足のつもりで作らせていただいたものです。

図の左下に時刻と流量の図を手書きで書かせていただきましたけども、ハイ

ドログラフと申しまして、時刻ごとの流量の変化を示した図でございますが、

計画のダムに入ってくる最大流入量というのは５４０ｍ ／ｓでございます。３

その時のダムの放流量というのは、確かに４７０ｍ ／ｓを差し引いた７０３

、 、ｍ ／ｓ放流ということになるわけなんですけども 福井ダムと申しますのは３

俗に言う穴あきダムと申しまして、自然に調節されるダムでございまして、最

大放流量というのは７０ｍ ／ｓじゃなくて時間が少し経ってから１００ｍ ／３ ３

ｓぐらいの放流になる、というようなことで、引き算が合わないというような

ことになりますので、ちょっと補足で説明をさせていただきました。

以上でございます。

○委員長

じゃあ、継続して。

はい、どうぞ。
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○委員

簡単な質問ですが、先ほどのタケノコの件ですね。あれどういう書き方で１

１月になっているんですか。これ、まさに走りの走りを採取する、という意味

でしょう。だから文章の中で収穫時期と単に言ったら、普通は最盛期という意

味でしょう、普通は。例外的なので言うのだったら、例えば収穫開始時期が１

１月になるというのだったら、それは分かるんですけど、タケノコの収穫時期

といったら、だれがどう考えたって１１月ということはあり得んのですね。

私の知る限りは、例外だと思いますよ。少なくとも年内に採るということは

ね。例えば何かに記載があるとしても、やっぱり事実に基づいて書くべきじゃ

ないかな、という気がしますね。だから、何か意図があるんであれば、それだ

け早くから採れるんだよ、というために、あえて阿南市が政策的にやっとんな

ら別ですよ。だからもうちょっと僕は現実、現状説明というのは正直に書くべ

きだと思うんですがね。

○事務局

はい、分かりました。実を言いますと、お尋ねがありまして、我々もいつか

ら収穫があるの、というだけの問い合わせをさせていただいて最盛期がいつの

時期か、というところまで聞き逃しましたので、そのへんに改めさせていただ

きます。

○委員

やっぱりね、常識というのを尊重してもらわんと、僕らもちょっと意外な気

がしますんで。

○事務局

ただ、先生がおっしゃるように、阿南市はこんなに早くから収穫してるんだ

よ、というのが売りで、市政要覧なんかには入れているんだと思うんですけど

ね。

○委員

それであったら、そういう表現に文章をね。収穫時期という言い方では分か

らんわね。だから、それはそれでそういう文章にしてもらわんと、このままで

は、ちょっと私は納得できませんね。

○委員長

私のほうでちょっと思い出したので、担当者、よく聞いておいてください。

４ページ目の今の右下の※で南海地震の津波の高さがチリ地震を超えないこと

が判明したと。このあたりですけど、確かあのへんの防潮堤といおうか海岸堤

防は、チリ地震でやってるんですね。

ところが昭和２１年の南海地震のほうが大きかった、ということだと思いま

すけどね。それを今、思い出した。頭に入れておいてください。
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その気でもう１回見てください。整合性がちょっとおかしいな、と前から言

ってたんだけど。まあ津波のことだから、もういいですけどね。深く言わない

ですよ。

○事務局

ちょっと私もそのへんに深い知識はないんですが、昭和の南海地震の時、そ

れから、チリ津波の時、それと現在ということで、地形のほうが大分変わって

おります。橘湾の埋め立て地ができたということで、私も尋ねてみたら、地形

のほうが大きく変わっているから違いが出てくるのであろうと。ちょっと私の

ほうからは、今のところそういうことしか分かりません。

数値的なことで申しましたら、今回の南海地震の想定でございましたら、福

井川に押し寄せてくる津波の高さはＴ．Ｐの３ｍを超えない、ということにシ

ミュレーション結果がなってございます。

それに対して、今、○○委員長がおっしゃられたようにチリ津波の時の対応

で、今はＴ．Ｐ．３．６２高さで整備を進めております。ただ、この阿南地域

の今度の南海地震が起こった時に、地盤の沈降が６０ｃｍあると想定されてい

ます。

ですから、今Ｔ．Ｐ．３．６２である堤防が、地盤の沈降でＴ．Ｐ．３．０

２に沈降する恐れがあるわけなんですけども、ただ津波のほうは３ｍを超えな

い状況なんで、まあぎりぎり大丈夫な状況です。

もちろん一般住民の方にとっては、そういう規模を超えてくることももちろ

んございますので、避難とか、そういうようなことをしていただくという方策

を取るのは当然でございますが、今、堤防を造ろうという、その基準の高さと

しては、従前のチリ津波を基本とした高さで十分なのではないかな、というふ

うに思っております。

○委員長

それがね、本来なら福井川の河口部、ちょっと絞ったような地形やったでし

ょう。だから小さくなっとんであって、なかった時のチリ津波よりもね、昭和

２１年の南海地震のほうが大きかったよ、ということを言いたい。だから計画

はちょっと、最初からスタートがおかしいなと。

○委員

ひっくり返ったということですね、数値的に。今、言ってる意味は。

○委員長

、 、 、いやいや そうじゃなくて チリ地震ばっかりでやってしまったんですけど

本来、昭和２１年のほうが大きかったはずなんですね。

○委員

チリで大丈夫だから、南海地震はそれより小さいからいける、ということを
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書いてあるんでしょう、ここに。

○委員長

チリ地震って、そんなに大きい津波でないはずだ、と思っとんですけどね。

湾の規模からいったらね。湾が大きいほど大きくなるので。

○委員

チリで大丈夫だから大丈夫、というわけでもない。

○委員長

今回は絞られとるから大丈夫だということなんですけどね。

あのへん、ややこしいの、それがあるんですよ。計画がちょっとややこしい

な、というのが。チリ津波を入れてしまったからそうなったんで。

○委員

整理したほうがいいね。まぎらわしい。

○委員長

いや、担当者が頭にちゃんと入れとけばいい。

外にございませんか。はい、どうぞ。

○委員

２ページの５のソフト対策ですけども、具体例を①．②．③．と入れており

ますので、このごろＮＰＯグループなどによるボランティア支援がありますの

で、そういうのも入れたらどうかな、と思いました。①．②．③．と入れるな

ら、もう１つ項目を増やして。

○事務局

はい。実を申しますと、河川整備基本方針というのと、その下に河川整備計

画というのがございまして、基本方針は大きな方針のところでございまして、

具体的な記載を通例しないというのが普通でございまして、書くとすれば、ま

た河川整備計画のほうで具体的なケースというのをさせていただこうと思って

おりますので、その点も検討して考えてみたいと思います。

○委員長

このぐらいでよろしいでしょうか。

はい、どうぞ。

○委員

ちょっと。資料１はいいんですか。

○事務局

はい。

○委員

。 。資料１の２ページ ここへ来る前に私の関係のところを見ておったんですが

言葉なんですけどね、治水事業の沿革のところの変更前の④のところ、２つ目
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の段落の最後の行のあたりです 「水理計画見直しのため、昭和３６年に休止。

した」の水理という言葉が私、ちょっとひっかかるんですけども、普通、河川

計画では駄目なんかなあと。なぜここだけ水理が出てくるのか。

○委員長

どっちの「理 。理学の理？」

○委員

水理学の水理です。

○委員長

利水の利だったら、農業のほうと思うんだけど。

○委員

水理計画って何ですかねえ、これ。

○事務局

従前の資料というか、元のものが水理、意味は利用の利じゃなくて、この理

屈の理、水理学の理。意味は合ってるんですが、先生がおっしゃるように・・

・。

○委員

河川改修とか、河川でいいんじゃないかと思いますけどね。

○事務局

はい。確かに河川計画とか治水計画とかいう表現のほうが一般的なので、そ

ういうふうにさせていただきます。

○委員

ええ、そっちのほうがいいですね。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

今のちょっと前の１ページの自然環境というところの項目なんですけれど

も、汽水とか水質のところはかなり具体的なんですが、ここでも生物名は出し

てあるんですが、この生物名がなぜ出てくるかっていうのが、多分これ一般の

人が読んでも、さっぱり分からないと思うんですよ。

例えば、中流部のことについて、２ページの上のほうに○○というのが出て

きますけれども、いわゆる希少種、これ県版のレッドデータブックに記載され

てる種ですので、それでしたらそのランクをきちんと述べたほうがいいのでは

ないでしょうか。

、 、あと県版のレッドデータブックには いろんなランクがあるんですけれども

そのランクの動植物が何種確認されているとか、そういうもっと具体的な書き

方にしたほうがいいと思います。
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○委員長

それは、よろしいですね。できるはずですね。

○事務局

分かりました。実は、この基の案というのが、種の名前を、どっちかという

と、羅列に近い格好でかなりしておりまして・・・。

○委員

基本方針なので、羅列する必要はないと思いますけど。ランクの高い○○と

か、○○みたいなのは、具体例として上げて、あとは、例えば絶滅危惧１類、

、 、 。絶滅危惧２類 何種が確認されてるとか そういうことでいいと思いますけど

○事務局

それで、そういう着目すべき種だとか、重要な種というので・・・。

○委員

それがどれくらいいるのかっていうことが分かるほうがいいと思います。

○事務局

はい。

○委員

資料１ですが、あまり使わないなという言葉が、例えば、１ページ目の真ん

「 」 「 」、中の自然環境のちょっと上のところに 流域の気候は寒候期 とか 暖候期

これは一般的に使うのかどうか。普通は夏季とか冬季とかですね。

言ったらきりがないところがあるので、細かいところはまたメールで個人的

に出させていただきますが、ちょっと決定的におかしいなと思ったのは４－２

と４－３というのが後ろから４枚目か５枚目のところにありますけども、その

左下のところに（４）交通というのがありまして、そこの下から３行目のとこ

ろに「県道では、主要地方道由岐大西線、主要地方道羽ノ浦福井線が通り、こ

れら２路線の一部区間は ”四国のみち”のルートに指定されており」と書い、

てますが、で、その前のページ、２－８のところを見てもらうと、そこに四国

のみちのルート、図が書いてますね。

で、そこに点線で四国のみちのルートが書いてあるんですが、それを次の４

－３のページで追ってみると、場所がどうも地方主要道という、あがってるの

が違うんじゃないかな、と思うんですが。

２－８のページの点線で書いてる四国のみちを４－３のページで見ていく

と、四国のみちは一般県道山口鉦打線と蒲生田福井線になるんじゃないかな、

と思うんですが、ちょっと明らかに記載ミスかな、というのがあります。

河川と直接関係ないんですが。でも誤記は誤記ですので、これはちょっと修

正をお願いできればと思うんです。

あと、一番最後のところに７－３ページというのがあって、そこに図の７－
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２というのがあって、福井川の水質のＢＯＤの経年変化のことが出てるんです

が、この説明が全然、基本方針の中にないんじゃないかな、と思うんですね。

あとの整備計画案のほうには、７ページにそれの説明は結構されてるんです

けども、この基本方針案に資料を付けておきながら説明がない、というのは、

ちょっと整合性というか、いかがなものかな、というところがあります。

この２点がちょっと。大きなところでは気になった点です。以上です。

○委員長

逐次、復習してください、事務局のほう、今の。一番最初に寒候期、暖候期

でしたね。

○委員

一般の人向きだと寒候期、暖候期という言葉は余り使わないんじゃないかな

と。

○委員

余り聞いてませんね。

○事務局

すみません。道路のほうは確認をさせていただきますが、私どもの記載ミス

です。

それと、水質の件なんですが、水質の件は、本文の中の流域及び河川の概要

のところに水質の数値を幾らか載せておりまして、確かに悪化して環境基準の

上限に近い水質になっている、という表現をさせていただいております。

○委員長

２ページですね。

○事務局

はい。

○委員

すみません。こちらが見逃してました。ただ、後ろのほうに出てきたので、

ちょっと見にくいなという。該当のところに資料が入ってないのもちょっと分

かりにくいかな、という気はしますけど。

○事務局

すみません。

○委員長

どうぞ。

○委員

７－２の話が出たので、ついでに。７－２の水質の測定、環境基準点の大西

橋というのと鉦打橋になってますけれども、この地点がどこか、というのはど
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こにも出てこないんですよね、地図上で確認できる。

例えば、９ページに福井川水系図というのが出ていて、湊橋とか元末、福井

ダムというのは入っているんですけど。やはりこういう代表的な地点は、地図

上で確認できるようにしておいてもらわないと、資料を見る時に不便だと思う

んですけどね。

○委員

大西橋が環境基準点ですね。これはやっぱりちゃんと明示すべきですね。そ

して鉦打橋の補助測定点も、やっぱりどこがどうだ、ということを書いておか

んと、ちょっと見にくいですね、分からんですね。

○事務局

その７－３というのは、先にお送りしました福井川の水系の流域概要編の７

－３ページの差し替えでございまして、実を言いますと、その前の７－２ペー

ジに図がありますので、そこに鉦打橋の地点が抜けておりますので、そこへち

ょっと記載をさせていただきます。

○委員長

ちゃんと押さえておいてください。

○委員

先ほど、以上と言ったんですが、気になったところがあと２ヵ所ほどあった

ので。今、同じ資料１の後ろのほうから４枚目のところですかね。４－４ペー

ジというのがあって、そこに歴史・事件・事故というのがあって、２つ目のパ

ラグラフのところで「なお戦後、水利用や河川環境に関する事件や事故に関す

る記録は、ほとんど見られない」というのは、これは文章を取ったほうがいい

んじゃないかなと。これがなければ、河川改修する意味がないんじゃないかな

と、とらえかねられませんので。

ですから、いろいろ洪水が起きてるわけですよね。だから、それを事件と扱

わないのかと、とられかねないから、これはちょっと誤解を招く表現じゃない

かな、という気がします。

あとその次の４－５の一番上なんですが、これは知事の政策でオンリーワン

徳島なんですが、この文章の意味が分からないんですね。ここにぽこっと入っ

てきてますけど 「オンリーワン徳島行動計画を策定している」と書いており。

ますが、その計画とこの河川整備の基本計画方針というのが、どう関連してる

のか、という説明が全くないので、ちょっとこの一文が唐突な感じがするんで

すが。その２点を。

○事務局

すみません。事件や事故というのは、水質事故だとか、渇水だとかいうよう

、 、な意味合いで ほとんどみられないという表現を書かせていただいたんですが
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ちょっとそれが誤解を招くようであれば、削除させていただきます。

○委員

河川環境と書いてあるから、たぶん洪水なんかも入ってますよね、入らない

んですか。そのへんのとらえ方が、人さまざまだと思いますので。

○事務局

我々は、河川環境という面で水質事故だとか、渇水被害で魚が浮き上がった

とかいうような意味合いでとらえて書いたものでございますけども、確かに水

害みたいなことも、そういう事件、事故というふうに一般の方が思われるとす

れば、このへんは適切でないかなと思います。ちょっと検討させていただきま

す。

○委員長

どうぞ。

○委員

私は、これは書いておいてもいいんじゃないかなと思うんです。それは旧吉

野川水系では、水路に人が浮いてたとか、法医学的に多いと言ったら誤解があ

りますけど、あるんですね。南のほうはないな、というのは思ったことがある

んです。太平洋に面したところは、またあるんですけど、水死体とか、漂流死

体とか。

だから、この南の福井川は、こういう安全性があるっていう指標にもなるか

な、と思うんですが。ちょっと書き方を換えるとかして。

○委員長

これ事件、事故なんてのは、やめたらどう。歴史だけでいいんじゃないの。

全然かけ離れてきよるよ。

○委員

言葉の意味がね、いろいろにとれるということですね。

○委員長

事件、事故を取ってしまったら。こんなのは表題がおかしいね。これだけば

んと福井川ででてきたんじゃないの、事件、事故は。

○○さん、何かありましたね。どうぞ。

○委員

あらかじめ配っていただいた資料１の１枚目なんですが、この中で、流域と

いうのと河道の上、中、下というものに分けた説明が、るるされております。

これは、頭のところで、とうとうと状況を述べるところなんですけども、この

上流部、中流部、下流部というのが、流域そのものの上、中、下というのと、

川筋の上、中、下、これに対して同じように上流部、中流部、下流部というふ

うな表現が使われてるんですね。
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、（ ） 「 」例えば １ アの流域の概要の２行目のところに 上流部は山間を北流し

というのは、これは川筋でございます。

で、次の段落の「流域の地形は」云々から始まって２行目のところの中ほど

「上流部から中流部では」という、ここは流域の上流部、中流部。

、 、 、 、 。さらに イの自然環境になりまして 上流部 これは流路 河道であります

次の段落 「中流部には、耕地と」云々というのは、これはまた流域になっ、

とんですね。

原文見ましたら、そのへんのところを上流域、中流域、下流域というふうに

流域の中、下なのか、河道の中、下なのかっていうことを上手に使い分けてた

のに、こちらで何かちょっと、いきさつは前回、私、休んでいましたので知り

ませんけども、一つに上流部、中流部、下流部というふうに統一してしまった

ために、何か、よくわけが分からなくなってきているような。

例えば、アの第２段落の「流域の地形は」から始まってるから、その下は上

、 、 、流部というと当たり前じゃないか その流域じゃないか というふうに言えば

そういうお話だとわけが分かるようには思うんですけども、何かしっくりとこ

ない。何で上流域、中流域、下流域で河川の上流部、中流部、下流部。あるい

は上流区間、中流区間。

普通は区間といいますけども、区間というのがややこしければ、上流部、中

流部、下流部っていうふうに分けてたほうが、僕としては非常に読みやすい感

。 、 、じがします それから このあたりの文章で私が個人的に気に入らないのは

アの第２段落のところの文章なんですけども、一番最初「流域の地形は」とい

う主語が「地形は ・・・山地で囲まれる 。これ、主語と動詞が適合しない。、 」

次の段落で「流域の地質は ・・・に位置し 。地質が位置するなんていう、 」

のは、こんなものは本来、主語と動詞が一致しないんですね。

こういった文章がこのページの中に各所に見られて、読んでて非常に何か、

もどがゆいっていうんですか、非常に変な感じがする、という感想を述べて、

以上です。

○委員長

卒論の添削みたいやね。

○委員

すみません。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

それに関連して思い出したんですけど、上流、中流、下流と分けるのはいい

んですけど、それの区間の定義をしておいてくれないと、どこのことを言って
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るのか、ちょっと分かりにくいんですがね。

○委員長

、 。 、 、それで 最初に定義しておけば終わりですよ 上流部の定義 中流部の定義

下流部の定義しときゃあいい。

○委員

上流部というのは、福井ダムより上のことだろうとは思うんですけど。

○委員

私が申し上げたのは、できたら改善していただきたい、ということだけで、

結構です。

○委員長

今の主語が別のことを言ってる、というのは気になりますね。

○委員

文章をちょっと書き直したほうが。主語と動詞が先ほど言われたように問題

が多いので。

○委員

言い出したら、きりがないね。

○委員長

きりがないが、適当にちゃんとやっておかんと。目立つところは、ちゃんと

直しておかないと。

○委員

例えば、４－３ページのこの図、多分ゆがんでるんですよね。先ほどちょっ

と言い忘れましたが、４－３の図と前のページの裏に出てきてるのを形を見た

ら、多分、スライドを作った時に、どっかでゆがんだんだと思いますが、細長

くなってますよね。ちょっとこのままでは文章も含めて、まずいかなと思いま

すね。

○委員長

僕は土地カンがないから、これ伸びてるのかどうか、よく分からんね。

○委員

前のページの同じ流域のものと比べたら、全然、形が違うんですよ。

○委員長

ああ、なるほど。

○事務局

その表現の部分と、それとこの図の部分、再度よくチェックして、修正した

いと思います。

○委員長

どうぞ。
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○委員

最後の２枚目のところに写真が載ってるんですが、細かいことで申し訳ない

んですが、これまあどっちでもいいかな、と思うんですけど、洪水時と平常時

となってますでしょう。通常は、平常時があって洪水時じゃないかなと。これ

だと洪水のところだけを強調しててという、素人のアレですが。

○委員

要は順序の話ですね。

○委員

やっぱり一般の人が見て、通常の状態が洪水になったらどうなるかっていう

、 、 、 、ことを見るには やっぱり左が通常時 平常時で 右手が洪水時じゃないかな

と思います。

○委員長

これは、さっと差し替えできますね。

どうぞ。

○委員

図４－３の流域の交通網ですけど、その出典に、本資料は、ってあるんです

、 、 。 。が 本資料は というのは要らないんじゃないかなと思いますが 出典だけで

○委員長

今のは出典と書いて、本資料は、を削って「阿南土木事務所総合管内図（そ

の一 」だけでいいですよ。）

どうでしょうか。これ細かく言ったらきりがないような感じがしてきて。し

かし大きなところは誤りがないので、今までいただいたご意見を修正して、ご

意見をいただいた人にどうだということと、私が見て、基本計画もこれでよろ

しい、と答申しようかな、と思ってるんですが、どうでしょうか。

○委員

委員長に一任していいと思います、私は。

○委員長

一任は困るんやけど。これでいいかなということは。

○委員

大筋で委員長に任せます。

○委員長

逃げられんね。

○委員

みんなが言う細かいことはきりがないから。大事なところは委員長に任せま

す。

○委員長
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一番最初のやつは、きちっと作っておかんと、後で大変やから。

じゃあ、一任されたような感じやけど。

はい、どうぞ。

○委員

２－７の観光・景勝地の上から４行目、第２２番札所、平等寺じゃないでし

ょうか。平等寺の奥の院。

○委員長

何と書いてあるの。

○委員

平等院の奥の院。これは寺ですね。

○委員長

。 。固有名詞は間違わんようにしてね 振りがなも固有名詞にはちゃんと打って

○委員

平等寺ですね。

○委員長

じゃあ、次の（２ 、二級河川福井川水系河川整備計画ですね。これはまた）

もっとそれ以上に、いろいろ動きが出るかも知れませんが。一応、予定を言い

ますと、それを終わってからトイレ休憩に入りたいと思いますので、じゃあご

説明、お願いします。

○事務局

それでは、これから二級河川福井川水系の河川整備計画の案については、ス

ライドのほうでご説明をさせていただきます。

スライドと同じものを念のためにカラーコピーの分で配布させていただいて

おります。

それでは、スライドが映り出す前に河川整備計画のお話をさせていただきま

したら、河川整備基本方針のほうは、達成すべき長期的な河川整備の目標とい

うことでございまして、水系全体の在るべき姿とか、在るべき姿の骨格という

ようなものを定めるものであります。

一方、この河川整備計画というのは、当面、実施される具体的な整備のアク

ションプログラムというような位置づけのものでございまして、具体の施行場

所、それから堤防なんかの施設の諸元だとか、それから環境対策なんかについ

ても明示をするものでございます。

もう１つ、河川整備基本方針と大きな違いは、手続きの面で１つ大きな違い

がございまして、基本方針のほうは当、川づくり委員会のような学識経験者の

方々にご意見をいただいて、それで我々行政側が作るものでございます。

ところが、河川整備計画のほうは、こういう川づくり委員会のような学識経
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験者の方々に意見を聞くとともに、関係する流域の住民の方々の意見を反映さ

せる措置を取らなければならない、というふうに決められておりまして、私ど

も、この委員会でご意見をいただくとともに、住民の方々にパンフレットのよ

うなものをお示しして、できれば全戸にご配布して、というようなことで、そ

れに対してご意見を聞いていこうというふうに思っております。

それで、きょうそもそも基本方針のご意見を先ほどまでいただいたのに引き

続いて、ということになってしまいましたけれども、本来ならば基本方針が完

全にできてから次の段階に、ご意見、またご審議いただくというふうになるん

ですが、私ども早く作りたいということで、このあと住民の方にお示しするよ

うなパンフレット作りも、これから手がけたいと思いまして、きょう第１回目

の説明をさせていただきます。

それでは、まず目次を見ていただきますと、河川整備計画の目次の中で、定

めるべき事項として書かれてございますのは、河川整備計画の対象区間、それ

、 、 、 、 、から対象期間 区間と期間 それから 目標に関する事項ということで 洪水

高潮に関すること、河川の適正な利用に関すること、河川環境に関すること、

それの目標に関すること。

それから３番目として、河川整備の実施に関する事項でございます。

その項目の前に、流域の概要と現状と課題というのを、どこの県、どこの直

轄がやっている部分でも、そういうものを前段に付けている、というのが通例

でございまして、福井川もこの形式をとらさせていただきます。

それで、この画面の中で赤い部分なんですが、赤い部分につきましては、河

川整備基本方針とほぼ同じでございます。ですから、説明のほうは省略させい

いただこうかなと思いますが、普通河川でも、吉野川のような大河川の場合で

したら長期的な目標である河川整備基本方針に対しまして、河川整備計画とい

うのは、当面の短期的な目標でございますので、方針と計画で目標の程度が違

う、というようなことが度々生じます。

ところが、福井川のような比較的小流域の河川では、長期的な目標を一挙に

達成するといいますか、長期的な目標イコール短期的な目標とする場合が多う

ございますので、福井川の場合も、基本方針でもっておる目標を整備計画の目

標ということにしておりますので、このへんの２の（４ （５ （６）とい）、 ）、

うようなところは基本方針と同じ記述になってまいります。

それでは、まず１の（１）の流域及び河川の概要についても、説明が重複し

ますので、省略させていただきます。

それでは、治水に関する現状と課題から、ご説明をさせていただきます。

福井川の治水事業ですが、先ほどまで基本方針で出てきましたように、湊橋

地点における計画流量を５４０ｍ ／ｓとして、これまで、以下の事業を実施３
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してきております。

それで、河川改修は昭和５６年に着手いたしまして、まだ完成をしておりま

せんで、継続をしております。福井ダムの事業につきましては、昭和５４年に

着手して平成８年に完成しております。

この結果、先ほどからお話しましたように、ダムによって洪水の被害という

、 、のは軽減されてきたわけなんですけども 下流の河川改修が進んでいないので

昨年、平成１５年７月なんかのように、近年でも浸水被害が生じている、とい

うような課題がございます。

それから、先ほどまで出てきましたように、下流部でも高潮、津波によって

家屋の浸水被害の恐れがございます。この図は、先ほど出てまいりました、も

し河川の堤防がなかりせば、このように浸水します、という福井川の南海津波

の想定の浸水区域でございますけども、その下流の高潮、地震を目指した堤防

についても全部は完成しておりませんで、今、整備途上ということでございま

す。

それから、流水の適正な利用に関することに対する現状と課題でございます

が、福井川の流水は農業用水として利用されておりまして、そのほか工業用水

とか飲料水なんかには使われておりません。

それで、福井ダムの建設以前には、渇水に見舞われた、という経緯もござい

ますが、福井ダムの建設後は安定した水供給によりまして、渇水被害などは生

じておりません。

それで、課題と呼ぶにはちょっとニュアンスが異なるかも分かりませんけど

も、今後、福井ダムの適切な維持、運用によりまして、この流況を維持してい

く、というようなことが重要だ、と考えております。

それから、続きまして水質につきましては、福井川の環境基準は類型指定は

Ａ類型ということで、近年の２０年間のＢＯＤの７５％値は、基準値の２ｍｇ

／ｌを十分満足する水質を維持しておりますけども、福井ダムの建設後の１９

９４年以降は基準値に近いような状況で、特に直下の鉦打地点のほうが推移し

ていることが課題となっております。

続きまして、動植物に対してでございますけども、福井川は全般として多様

、 。 、な自然環境を有しておりまして 貴重な動植物が生息しております ただ近年

オオクチバスなんかの外来種がかなり増加しておりまして、地域の生態系を壊

す恐れが出てきております。

それから、県の天然記念物に指定されております○○なんかが生息しており

ますけども、これについても外来種なんかの影響で減少しておりますので、こ

れらの河川環境を保護していく必要がございます。

それともう１点。先ほど農業用水の取水で説明をさせていただきましたけど
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も、農業用水の取水は、取水堰によるもので、そのほとんどに魚道がございま

せんので、魚類の遡上とか降下なんかの妨げとなっていることが課題となって

おります。

続きまして、河川の空間利用という面でございまして、福井ダムの周辺では

イベントなんかが行われたりしまして、いろいろ散歩とか、通学なんかで日常

生活に密接な関係がある状況になっております。

ただ、中流域を見ますと、川のそば、河岸に近づきにくいような状況でござ

いまして、親水性が低くって水辺で楽しむ人々の姿が少ない、というような点

が課題でございます。

以上の課題を踏まえまして、これから河川整備計画でどのようなところを対

象にしていくか、ということでございまして、まずは計画の対象区間でござい

ますが、河川といたしましては福井川、椿地川、下原谷川、これら３河川、県

がすべて管理している河川でございますが、３河川を対象といたします。

なお、下原谷川といいますのは、先ほど福井ダムを適切に維持、運用してい

く必要があるということで、福井ダムのダム湖にかかわっている、というよう

な意味で対象河川に入れてございます。

それから、それぞれの河川延長については、この表に記載のとおりでござい

ます。

、 、 、続きまして 河川整備計画の対象期間でございますが 対象期間については

おおよそ３０年といたしたいと考えております。

これは、河川整備計画の対象期間としまして、一応、２０年から３０年を目

安にする、というような考えが通達なんかで示されていることと、これからの

河川改修の一連の区間の整備の必要な工期を考えますと、おおむね２０～３０

年かかります。

それで、昨今の予算の減少傾向なんかも考えましたら、ちょっと長目の３０

年ぐらい必要であろう、というようなことで対象期間としては、おおよそ３０

年としております。

それと、この河川整備基本計画は、河川法の趣旨でございますが、一度計画

を作ったら作りっぱなしにするのではございませんで、今後の状況の変化です

とか新たな知見、それから技術の進歩なんかによって適時見直しをしていくこ

ととしております。

治水に関する目標のところは、基本方針と同じでございまして、省略させて

いただこうと思いますが、５０年に１回の洪水に対応しよう、それから高潮対

策もチリ津波対策と同等にしていこうと。それと危機管理についても情報提供

なんかをしていこう、というようなことでございます。

、 、 、それで 今度は整備の実施に関する事項 具体的な実施事項でございますが
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まず河川の流下能力を向上させる。河口から６．５ｋｍ地点までの区間で河床

の掘削、それから堤防の築堤、それから護岸なんかの整備をしてまいります。

それから、河口から１．６ｋｍ区間については高潮堤防の整備を進めてまい

ります。

それから、中流部の椿地川でございますが、これにつきましても７００ｍの

区間につきまして河床の掘削、築堤、護岸の整備を行います。

実際の流量につきましては、基本方針で定める流量と同じでございまして、

湊橋地点で５４０ｍ ／ｓでございます。３

右の図の縦断図のほうなんですけども、河川の整備に際しましては、現況の

河床の縦断なんかを重視して、それを活かしながら現状の勾配どおりに設定を

していきたいと思っております。

それで、河川改修の断面図でございますが、もちろん堤防の築堤、それから

河床掘削、下流部では一部、高潮対策の堤防なんかを実施しまして、下の図の

ほうでご覧いただきますと、これが河口から３ｋｍぐらいの地点でございまし

、 。 、て ここも同じように川幅を広げまして築堤をすると それと河床を掘削する

というような河川の整備をしてまいります。

例えば、この写真は、中流部、河口から３ｋｍから４ｋｍぐらいの川の状況

でございますけども、川の中央近くに、みお筋といいますか、水面があって、

その両サイドは割に平坦な草木が茂るような状況になってます。先ほどの３ｋ

ｍ地点、下の図でございますけども、こういうところの河床を掘り下げるわけ

ですけども、やはり同じようにもとの、みお筋なんかを復元して、できるだけ

現状に近いような多様な水際を創出することとしております。

続きまして、支流の椿地川でございますが、椿地川のほうについては、区間

は福井川の合流点から７００ｍの区間ということで、支川の処理の方式といた

しましては、福井川のように小さな水系では、本川の水位が上がった時に支川

も同じように増水する、というようなケースが多うございますので、縦断計画

については本川の洪水が高くても流れるような堤防の高さの計画を取っており

ます。

それから断面図は、先ほどの福井川と同様に築堤、それから河床掘削を行う

ということで、椿地川のほうは、先ほどの福井川よりも緩やかな河岸で、２割

勾配の河岸で計画をしております。

利水に関する目標については、先ほど申し上げましたように基本方針と同様

でございますので、省略をさせていただきます。

河川環境についても、基本方針と同様でございます。

次に、河川の維持の目的、種類及び施行の場所に関する事項でございます。

以下に書かせていただいておりますのは、その種類を書いたものでございま
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して、順に申し上げますと、まずは流下に対する阻害物の管理ということで、

洪水時の流下の妨げにならないように、堆積土砂ですとか樹木の繁茂状況、こ

れらを監視するとともに、万一、支障になるような土砂の堆積、それから樹木

の繁茂なんかがあった場合には、河川環境にも配慮しながら、それらの土砂の

除去ですとか伐採など、必要な対策を実施していくこととしております。

それから、続きまして河川管理施策の維持、管理ということで、この水系に

は福井ダムができておりまして、大きな役目を果たしておりますので、まずは

福井ダムについて、ダムの本体、それから関連施設について、常に良好な状態

が保てるように、必要な維持、管理、それから点検、補修、そういう維持に努

めてまいります。

それから、同様にその他の施設といたしまして、樋門ですとか堰ですとか、

その他の施設についても同様に適切な点検、維持、管理を実施していくととも

に、洪水時に的確な対応ができるように、操作、管理に努めてまいります。

それから、続く項目としまして、水量、水質の監視等でございまして、日常

的に雨量、それから水位、水質の把握に努めてまいります。

それから、先ほども出てまいりましたけども、近年、悪化傾向にございます

水質については、水質の調査を行い、継続的な監視を行って、それから原因の

究明だとか、万一、水質事故なんかがございましたら、適切な対応に努めるよ

うにしてまいります。

それからもう１つは、水質については河川だけの対応では良くすることも困

難でございますので、生活排水対策なんか、流域の関係機関とともに協議をし

ながら、実施してまいります。

それから、河川空間の適切な管理でございますけども、これについては、主

には不法投棄とか、それから不法占用なんかの対策でございまして、これにつ

きましては河川巡視を適切に行いまして、必要に応じまして関係の警察機関と

かいうところと連携を行いまして、警告の看板だとか、一番大きな場合には立

ち入り制限のような措置なんかを実施してまいりたいと思います。

続きまして、最後になりますけども、河川整備を総合的に行うために必要な

その他の事項でございますけども、まずは洪水対策といたしまして、地元の水

防団との連携を密にいたしまして、適切な水防活動が行えるように、平常時か

ら密接な関係を築きながら、水防情報の提供、市町村が作成しますハザードマ

ップの作成の支援、普及の支援を実施してまいります。

それから、もう１つは、関係住民との連携でございまして、ＮＰＯ団体とか

地元の住民グループなんかの河川美化活動ですとか、河川との触れ合い活動な

んかの支援というものを行ってまいります。

それから最後に、関係機関との連携ということで、これはもう当然でござい
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ますが、我々、外の関係する砂防関係ですとか、道路、農林、環境部局なんか

と連携を図りながら、効果的な、効率的な河川整備を行ってまいります。

（ ） 。 。以上が福井川の河川整備計画 案 の説明でございます 以上でございます

○委員長

ありがとうございました。

ちょっと復習しますと、３０年計画なんですね。３０年先の目標を立ててや

るんですが、途中、見直しもやって改定もする、ということと、住民の意見を

聞くために、特に○○さん、お聞きください。

、 。この程度の概要版のパンフレットを作って 住民に見せるということですね

○事務局

ちょっとご説明が遅れましたけども、実を申しますと、住民の方々にはそん

なに長大なページのあるような分厚い冊子をお配りしても、なかなか隅々まで

、 、ご覧いただけないと思いますので 私どもは福井ダムのパンフレットぐらいを

全部で８ページぐらいのものまでのパンフレットを作りまして、福井の流域で

したら全人口でも２，７００人ぐらいなので、全戸に配布するということも可

能なので、そういうものを流域住民の方にお配りする。

例えば、一番最後のページのところに、この計画に対するご意見を書いてい

ただく、はがきなんかを付けるような格好で、できるだけ綿密に住民の方々の

意見を、お聞きしたいと思っておりまして、そういうパンフレット作りにこれ

から着手したい、と思っております。

できましたら、次回の１０月とかいう時に、こういうもので住民のご意見も

聞きたいんです、というようなことでお示しして、ご意見をお伺いしたいと思

っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

○委員長

どうも、ご苦労さまでございました。

じゃあ、お約束どおり、３時２０分まで休憩いたします。

－休 憩－

－再 開－

○委員長

じゃあ、再開いたします。

今の整備計画、また分かりにくい、とかいう話になるかと思いますが、整備

計画につきまして、ご質問、ご意見がございましたら。

○委員
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はい。

○委員長

どうぞ。

○委員

まず１つは、１９ページの一番上に、河川の維持の目的、種類及び施工・・

・となっておりますけど、ここだけ工事の「工」になってるでしょう。目次の

ところは「行」になっておりますので、統一したほうがいいかな、という感じ

がします。

○事務局

すみません。これ「行」のほうの間違いです。

○委員

それと２１ページの最後ですけどね、関係機関との連携ということで、この

、 、整備計画自身を徳島県で出すということになると 他の部局という感じよりも

むしろ先ほどおっしゃったように、市町村とか水防団とか、そちらの文章にし

たほうがいいかと思うんです。中のほうをね。

最後の「砂防、道路、農林及び環境部局と連携を図りながら」というのは、

内部のような感じがしますのでね、そこらへんの表現を考えていただけたらと

思います。以上です。

○委員長

外にございませんか。

どうぞ。

○委員

さっきのプレゼン資料２ページの上のところで、河川整備計画の目標に関す

る事項のうちの（４ （５ （６）という赤字で示されたところは、基本的）、 ）、

、 。に方針と一緒ということでしたが 方針というのはあくまでも大目標ですよね

で、この整備計画というのはアクションプランのようなものだ、とおっしゃっ

ていました。

そこで、河川環境に関する目標、プレゼン資料の１０ページにありますけれ

ども、そうやって考えてみると、アクションプランであるからには、より具体

的なものを示さないと、ここでの目標にはならないと思うんですけれども。

例えば、この動植物では、下のほうに○○というのが出てきますけど、これ

しか出てこないわけですね。

それと、これだけ読んだのでは、まず一般の人は何でこれが出てくるのか、

というのが、さっきも言いましたけれども分からない。

これを定めるには、やっぱりデータに基づいて、保全目標は何にすべきか、

というのをきちんと検討してからでないと書けないと思うんですけれども、い
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かがでしょうか。

それと、あと福井川の場合、少なくとも魚類に関してはデータがかなりある

ほうですよね。福井ダムを造る前に事前調査までやってますけれども、県内で

はダムを造る前の事前調査として、それらの調査をやったのは、恐らく初めて

だろうと思うんですけれども、ダムができてからも魚類調査、特に○○に関し

ては割と詳しい調査をやってきてますし、あと上流域では保全のための放流事

業までやってますよね。

あと福井ダム内ではオオクチバスの駆除のための釣り大会まで開いているわ

けですし、そういった具体的な動きがある割には、随分ここの部分で貧弱にな

ってしまうんだな、という印象を受けるんですけど。

○委員長

例えば、具体的に今のをどう直したらいいか、ということをお願いします。

○委員

少なくとも調査資料があるんですから、それに基づいて動植物に関しては保

全対象種を定めたほうがいいと思います。

○委員長

いやいや、今ここの話でしょう。だから、ここをどうするかということで。

○委員

ええ、○○しか出てきてないっていうのは、これどういう検討をされたんだ

か、これでは分からないし、少なくとも○○だけということにはならないと思

います。

○委員長

○○などの絶滅危惧種なの・・・。

○委員

ええ、レッドデータブックに載ってるからって、必ずしも全部目標種にする

必要があるものではないですけれども、やはり目標種はきちんと検討して、定

めたほうがいいと思います。

○委員長

それから、文案をどうするかということです。

○委員

でも、現時点では、検討してないんだから書けないと思います。これこれ、

こうすべきだ、ということですむ問題じゃないと思いますけど。

○委員長

事務局のほうで、どんどん質問してくださいよ。どうしたらいいか、という

ことを。



- 3 0 -

第 回とくしま川づくり委員会10

○事務局

今この本文の中には○○だけしか種としては出てこないけども、目標種をき

っちり設定して、その種を守っていくというようなことを十分検討し、その種

を決めるべきだ、ということですね。

○委員

そうしないと、○○だけに限ったとしても、特に中流域の下部での工事の時

の配慮の仕方とかも影響を受けると思うんですよ。

○事務局

はい。

○委員

例えば、段階的なやり方をしないと、生息地になっているヨシ帯域などが、

つぶされてしまうという可能性もあるわけですね。

○事務局

ちょっと私も気になるんですけど、今、外来種が入ってきて、かなり生態系

が変わってきている経緯があるんですよね。ダムができて環境が悪くなって、

○○なんかが減っていってるのか、あるいはオオクチバスなんかが放流された

ことによって変わっていってるのか、っていうのが、ちょっと分からないんで

すけど・・。

○委員

その分からないというのはちょっと。何でそういう言葉が出てくるのかな、

と、不思議に思うんですけど。

○事務局

確かにおっしゃるように、ダムを造る前と後での魚類調査っていうのは、や

っていってます。ただ減ってきてるっていうのは実態なんですよね。だから、

それを河川サイドとしていかにして、例えば○○だけを保全するという対策が

取れるのか、というのと、取らなければいけないっていうのが、なかなか難し

いところなんですが。

○委員

１つには、○○の主要な生息域であった現福井ダム湖の部分が消失してしま

った、ということがあるわけですね。そしてバックウォーター部分の下原谷川

の最下流部に、かろうじて上流部個体群は残ったと。

で、それを保全するために、本流部の上流域への放流事業をやっていたんで

はないんですか。

○事務局

本川の上流部に移植というか移動させたと。ダムの下流部にもおったんです

よね。
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○委員

ええ。で、ダムの下流域では、個体数が特にダムの直下流付近では激減して

る、ということは分かってますよね。

○事務局

ダムと直下流は減ってますよね。

○委員

ええ、福井駅周辺までの区間が特に。

○事務局

だから、減ってるのがね、環境だけなのか、今いう外の、昔はいなかったバ

スとか、そういったものが増えてきているでしょう。

○委員

そこらへんは、現時点では正確に評価できませんけれども、ダムより下流域

ではオオクチバスはそれほど増えてるっていうか、そういう傾向はなかったと

思うんですよね。

それよりは、むしろ川岸付近の空間構造の変化が大きい、と私は思いますけ

ど。

○事務局

ダム下流でですか。

○委員

ええ。もちろん水質の影響もあると思うんですけれども。特に○○が隠れる

ことができるような環境が少なくなってしまったんですよね、護岸によって。

で、一部では魚巣ブロックなどをわざわざ使ってやっていますけれども、そ

れがほとんど機能してないんですよね。

○事務局

私がちょっと聞きたかったのは、この中で、例えば書くとした場合に、まあ

生物調査が目的じゃなしに、河川整備の今後の目標としてどうするか、ってい

うことで書かなければいけないわけですね。

そういう意味で、河川として何ができるのか、というのがちょっと気になる

んですけど。

○委員

○○自体を保全目標種に入れること自体は、私は賛成ですけどね。○○が生

息できるような環境を維持できれば、恐らく外の生物もかなりの確率で保全で

きると思いますけど。ただ、それ以外の区域でも考えなければいけないのがあ

るわけですよ。

例えば、上流域では○○みたいなのがいるし、あと下流の汽水域などでは○
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○みたようなのもいるわけですよね。

○事務局

もしそうであれば、例えば○○の生息環境を十分に調査して、配慮した整備

を進める、ということで、○○が生息できれば、外の環境が保たれるというの

であれば、こういう表現じゃ駄目なんでしょうか。

○委員

だけど、○○だけじゃないですから、必要なのは。それと、魚以外について

は、私はちょっと分からないですけど、やっぱり検討しなければいけないと思

いますけどね。

結局、保全目標が定められてないんでは、保全の仕様がないわけじゃないで

すか。

○事務局

いや、ですから保全の目標というのは、どうして作るかっていうことについ

て、これ整備の方針ですから、ここで○○の生息環境が作れれば、どんなふう

に作るかというのは、今後ご相談しながら作るんでしょうけど、それを目標に

掲げることができれば、整備の手法は今後また、検討ができると思うんですけ

ど。そういうことでは駄目でしょうか。

○委員

だから、そうなんですけど、現時点では目標種はこれこれです、とはすぐに

は盛り込めないじゃないですか。少なくともこの場で盛り込むことは無理です

ね。

○事務局

数値で、ということですか。

○委員

数値でというんじゃなくて、保全対象種です。○○だけではなくて、外の種

類も必要だということです。

○委員長

○○など、ではいかんのですか。

○委員

それでアクションプランと言えます？

○委員長

そうなると、あとで対応してもらいますか。事務局が聞きに行って。

○事務局

はい。

○委員長

それでよろしいですか。
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○委員

今ここでは少なくともできませんわね。

○委員長

よく分からないんで。

○委員

これに関しては私、何とかなるかも知れないけど、外の分類群については、

私だけじゃとても手に負えませんので、外の分類群の専門家にも検討してもら

わないと。

○委員長

じゃあ、この席じゃとても無理。

外に。はい、どうぞ。

○委員

河川環境、それから河川空間、そういった、川そのものじゃなくて、川を含

んだ広目の視点で意見を申し上げたいと思います。

この計画書を見せていただくと、現状と課題があって、それを受けて目標が

、 、 、あって その目標を達成するために実施する という書き方をしてるんですが

８ページのところで、後半に河川空間の利用、というのがありますね。

ここの大きな項目は、現状と課題なんですが、この記述においては、現状は

書いていただいてるんですが、課題は何か、というのがよく分からないんです

ね。

これで何が問題なのかとか、あるいはこれで問題はないのか、という、ちょ

っとそのコメントが欲しいなと感じました。外の部分は、そういう書き方をし

ているような気がするんですね。

従って、それを受けて今の視点で言うと、目標が１１ページの後半の河川環

境の整備と保全、というところに当たると思うんですが、ここの部分というの

は、かなり大きな、いいことを書いてるんですね。最初のところで「人と地域

に活力を与え、地域発展に寄与することを目指し」と書いてます。

「 」 。 、それに向けて後半で 水辺空間の整備と保全に努める と かなり前向きで

やってやろうという意欲をここで感じるんです。

それで次、実施計画のところをずっといきますと、例えば１９ページの一番

最後の行あたり、河川空間の適切な管理という、ここに書いてあることは、ぜ

ひやっていただきたいと私、思うんです。

もう今、現在の問題で切実な点がありますので、やっていただくのは大歓迎

なんですが、もうちょっと、さっきの目標に書いたように、前向きといいます

、 、 。 、か 明るい雰囲気がする 何かそんなのがないかなと ちょっと後ろ向きかな

という気がしますので、ご検討いただいたらと思います。地域の人は喜びます
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し、県全体としてもいいかな、と思います。それが２点です。

それと質問ですが、１２ページの下に表３－２というのがありますね。その

中で例えば、区間で下流端とあって （０ｋ／０）とありますね。それが４ヵ、

所あるんですが、これの意味がよく分からないんですが、読んで分かるように

工夫をお願いしたいと思います。分かる人は分かるのかも知れませんが。以上

です。

○委員長

０ｋ／０か。

○委員

あとにも６ｋ／５とありますね。

○事務局

すみません。我々が日常使っておる表現でございまして、距離標というもの

でございまして、もう少し分かりやすくしたいと思いますが、意味は６ｋ／５

というのは、河口から６．５ｋ地点という意味でございまして、そのへんが皆

さんにはお分かりにくいと思いますので、もう少し分かりやすい表現にしたい

と思います。

それと、先ほどの河川空間の件でございますが、８ページのところで課題を

はっきり言ってない、というのが確かにございます。

まあ言えば親水性といいますか、そういう人が近寄りがたいような状況が中

流は多いよ、というのが課題なんですが、その部分がちょっとはっきり書けて

おりません。

それと、だから、というので、この６．５ｋｍの区間の川幅を広げたりする

河川整備の中で、そういうものを図っていこうとしていまして、一番最後の１

９ページの部分というのは、その他の項目は、河川の維持、管理の部分の項目

なんで、その他の河川空間の管理という意味で残る項目を書いてますので、ち

ょっと寂しい表現になっておる、ということでございます。

○委員

１９ページの今、述べられた上のところに「河川清掃やイベント等」と書か

れてますが、こういうのはどんどんやっていただくということで。水量、水質

の監視等だけの目的でなくて、何か外の地域の活動というのをやっていただけ

たらいいなあと思います。以上です。

○委員長

はい、どうぞ。

○委員

７ページの動植物。河川環境で○○委員さんが魚類のことを詳しくここへ追

加してくださるなら、水中の藻とか、そういう植物についても、それに見合う
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。 。 、ぐらいあればいいなと思うんですが 水草とか 金魚藻のようなのがあるとか

、 、土砂で埋めてしまったような川原に水を張ったような っていうのじゃなしに

水中に水草があるとか、藻があると。そういういろいろな豊かな水系である、

ということを魚と同時にここに併記しておけばいいんじゃないかと思われま

す。

橘湾の火電でも、下に藻の層を植えて保全する、というようなこともありま

したし、水質の良さというのは、それによって魚とか水中植物によって出てく

るように思うんですが。

○事務局

ちょっとそのへん、検討させていただきます。すぐにどういうものをもとい

うのは・・・。

○委員

○○先生のほうで補完していくならば・・・。

○委員

魚類以外で、どの程度の調査をされているのか、私は全然知らないんですけ

どね。

○委員長

このへん、藻があったかなあ。

○委員

ない川なんでしょうか。南のほうへ行ったら橋の上から見えますが。

○委員長

河口にはありますけどね、どこでも。

○委員

そういうのも、ちょっと書き込んだら。

○委員

沢植物の話やねえ。いろんな藻があるわねえ。

○委員

、 。 、金魚に入れる藻なんかがあるんです 南のほうへ行ったら 街の人が見たら

流れがあって、本当に生き返る感じがします。

○委員

そうですね、金魚藻と俗に言ってるようなのがあるとかですね。だから、魚

類とそういうものと共生してますね。何か一つ工夫してね、付け加えたほうが

いいでしょうね。

○事務局

ちょっと検討させていただきますが、私どもがこの案を作ったのは、○○が

生息できるような環境だと、そういう水草もあるのかなと。そういうものもあ
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るというようなつもりで書かせていただいているところがございますので、そ

のへんもちょっと織り込むべきものがあるのかどうか、ちょっと考えさせてい

ただきます。

○委員

ちょっと７ページの現状と課題、動植物部分は、方針のところでも見ました

けど、県版のレッドデータブック指定種が分類群ごとに何種類ぐらい確認され

ているのか、という記述はやっぱり必要だと思いますけどね。

○委員長

植物は書かないと。植物は書いたら危ないからね。すぐ取りに行くから。

○委員

種類によっては、種名を出さないほうがいいものも、もちろんあるので、そ

こらへん検討しないといけないですよ。

○委員長

どうぞ。

○委員

質問なんですけども。１１ページのところで （５）の河川の適正な利用、、

ということで、２行目の「効率的な農業用水の利用の促進に努める」とありま

すが、促進という言葉は要らないんじゃないかな、という気がするんですが。

先ほど、魚の関係で、ここは農業用水の堰がかなりあるというお話で、例え

ば、そういう堰は大体、利水者の管轄ですよね。そうすると、そこに魚道をつ

けるということになってきたら、その工事費なんかは、それは利水者が負担す

るのか、それとも県の補助とか、そういったものがもらえるのか、そのへんは

どうなんですか。

○事務局

河川改修事業で川幅を広げていく時に、当然、途中に堰がありますと、これ

を改築しなければならん時は、河川の附帯工事という呼び方をするんですけど

も、河川管理施設ではないんですけども、当然、河川の改修に伴って必要とな

るものでございますので、県の河川サイドのほうで堰の改築というのをやりま

す。

それで、その時に通常は魚道なんかを付けるのが、ごく標準的になってきて

おりますので、必要なところについては、もちろんその工事の時に、県側が魚

道なんかを付けます。

○委員

時々、風船ダムがありますよね。ああいったものなんかも設置とかあり得る

ということですか。

○事務局
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はい。ゴム堰なんかの場合も両サイドとか、まあ片サイドになる時もありま

すけども、魚道なんかを付けることになります。

○委員長

まだ旧吉野川圏域がありますので、ちょっと議事進行でね。

はい、どうぞ。

○委員

１８ページの椿地川の縦断図なんですけども、これを見まして上流端、いわ

ゆる０．７ｋｍまでのところ上流付近ですね、この計画だと現況の堤防高を約

３０ｃｍぐらい落とす。もちろんそれに対して河床の切り下げを行う、川幅の

拡幅ということが付いてきますけども、この上流端のところでの未改修区間と

改修区間との繋ぎが、河床変動という観点から見ましたら、非常に変化が急激

な状況になって、果たしてこの計画の河床高が維持されるかどうか、非常に危

惧されます。

ですから、実際の施行に当たっては、特にこの周辺の河床変動の検討をよく

進められてから施行にかかる、ということをコメントとして申し上げます。以

上です。

○委員長

実際やる時は、○○先生のところに相談に行け、ということやね。

急変させると、災害が起こりやすいからね。

○委員

潮はどこまで上がるんですか。河床を掘削したことによってバックウォータ

ーが延びるわけではないんですか。

○事務局

海水の遡上のほうは、最下流に大原堰という堰が１．５ｋｍ地点ぐらいのと

ころにございまして、そこまで海水の遡上があります。それよりも、この椿地

川の合流点は、確か２ｋｍちょっと上です。

○委員

だから、堰があるところまで、ということですか。それほど周りに浚渫する

ことによって塩水被害とか、そういう支障は出ない区間ですか。

○事務局

はい。

○委員長

大体の目安を言いますとね、要するにどこまで行くかというたら、Ｔ．Ｐ．

０、つまり平均海面からいったら、みお筋に当たるあたりまで潮水がくる、と

思っておけばいい。これだったら、大体、大丈夫でしょう、堰がなかっても。

Ｔ．Ｐ．０が河床面にぶつかるようなところ。
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河床がＴ．Ｐ．０より低いと潮水が入ってくる恐れがあります。本川まで入

ってきて。これ支川だから大丈夫でしょう。

○事務局

はい。

○委員

細かいことですが、１７ページのところの下の図３－６のところに、福井川

横断図というのは、これは椿地川断面図ですね。間違いですね。

○事務局

間違いです。

○委員長

○○さん、何かヒントありますか、こういうパンフレット作る上で。

○委員

はい。これは、急には変えられないことかも知れないんですけども、以前か

ら仕事をする上でもよく感じていたことなんですが、公文書というものの読み

にくさ、というのを、ぜひとも工夫していただきたいな、というのを感じてい

たんです。

というのは、多分こういうのは、ワードエクセルの文書作成というのが基本

になってるのかな、と思うんですけど、それと公文書作成のガイドラインがあ

る、ということをおっしゃっていましたけど、それについても段落の分け方で

すね。

１－１－１とか、１－１－２とか、そういう分け方というのは、もう少しガ

イドラインよりも工夫されて、参考にしていただきたいのが、義務教育を終了

された方が、だれでも読みやすいものにするっていう場合は、中学校の教科書

を参考にしていただきたいな、と思います。

段落分けとか、目次の作り方とか、本の構成ですね。ページ数が多くなれば

なるほど、その本の骨格となる構成というのは、すごく大事になってくるんで

すね。

ですから、いろいろ問題になっていたこの図はどれを指しているんだとか、

出典は最後にまとめて出していいんじゃないかとか、そういう文のまず基本の

構成を工夫されて、あとは各ページのレイアウトをして、教科書というのは一

つの見本になりますので、ぜひともそれを工夫していただいて、外の河川計画

案のほうも、いろいろインターネットで調べてみたんですよ。やっぱりよく似

てるんですよね。

ぜひ徳島県は、他県に先駆けてすごくデザインが優れているとか、すごく分

、 、かりやすいものができてるという そういうものになってほしいなっていうか

、 。 。思いますので そういうことを検討していただけたらなと思います 以上です
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○事務局

またいろいろご指導をいただきながら、中学生の娘もおりますので、帰って

よく見てみます。

○委員

独特のお役所言葉ってあると思うんですね。それを中学生の国語の教科書と

かをご覧いただいて、だれが見ても分かるようなものを作っていただけたらな

と思います。

○事務局

ご指摘のように他県の事例とかを参考にして、ちょっとこしらえてきました

ので、もう少し深く勉強してみたいと思います。

○委員長

どうでしょうか、このあたりで。特に大きいのは○○さんのほうかな。○○

さんのほうへあとでよく聞いて、それで皆さんのご意見としてまとめていって

もよろしいですか。整備計画（案 。）

各委員

結構です。

○委員長

よろしいですか。いつも言うんだけど、西日本では黙ってたら賛成ですね。

関東では、黙ってたら反対なんです。

○委員

次があるから、前へ進みませんか。

○委員長

じゃあ、次へ進みます。

次は（３）吉野川水系旧吉野川圏域河川整備計画（案）について。これも事

務局、説明をお願いします。

○事務局

それでは、吉野川水系の旧吉野川圏域の河川整備計画（案）についてご説明

をいたします。

先ほどまでの二級河川の福井川と違いまして、かなり旧吉野川圏域というの

は広大な圏域でございまして、今回、整備計画を策定しようとしておりますこ

の旧吉野川圏域と申しますのは、国が直接管理している河川で、旧吉野川と、

その派川の今切川という川がございますが、その直轄の２河川に、流入とか流

出する派川からなる一団の河川でございまして、全部で５０河川ございます。

念のためにちょっと申し上げましたら、国が管理している旧吉野川、今切川

を除いておる県の管理の部分の整備計画を作成しようとしております。

それでは、説明に入らせていただきます。
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その流域の概要でございますけども、まず範囲ですけども、吉野川の北岸の

土成町から流れております宮川内谷川より東側の区域の範囲ということでござ

いまして、範囲は徳島市の川内町、応神町から鳴門市、板野郡の７町、合計９

つの市町からなる区域でございまして、圏域の面積全体では２６０ｋ㎡もござ

います。その中にある県が管理している５０の河川の整備計画ということでご

ざいます。

この圏域は、ご存知のように徳島県の北東部に位置しておりまして、地形的

に見ますと、この圏域の北側半分は讃岐山脈ということで、標高６００ｍぐら

、 、いのところまでの山でございますが 南部は吉野川の氾濫原でございますから

低平地、平たい土地ということでございまして、各河川は山地から平地に出る

、 。 、ところで たくさん扇状地を形成している 特に西へ行くほどその傾向が強い

というような状況でございます。

それから、流域の自然環境といたしまして、やはり瀬戸内海側に近いという

ことで、年間降水量が１，２００ｍｍ程度ぐらい。それから、気温は平均気温

が１６度ぐらいということで、温暖な状況でございまして、川の特徴といたし

ましては、雨が少ないということ、先ほどの扇状地とか、天井河川というのも

ございます。

、 、 。そういうことで 平常時は水がほとんどない というような川もございます

それから、もう１つ。徳島市のベッドタウンというか、そういう状況で人口

もかなり増えてございますので、水質汚濁なんかが著しい河川も中には見られ

ます。

それから、流域の社会環境といたしまして、圏域内の人口というのは、先ほ

ど申しました合計９市町で１７万４，０００人おります。

それで、この地域は昔から国道１１号ですとか、主要な県道ですとか、四国

縦貫自動車道ですとか、それからＪＲとか、いろんな交通機関が通っておりま

して、かなり発展してまいったところでございます。

社会環境として、自然の部分でございましたら、山間部は奥宮川内の県立自

然公園だとか、大麻山の県立自然公園ということで、山間部は非常に自然豊か

。 、 、 、な部分ということです 平地部のほうは 近年は宅地化 市街化が進んでおる

というような状況でございます。

それと、産業の状況といたしまして、この地域は県下有数の工業地帯という

ことで、ちなみに数字を申しましたら、吉野川北岸の工業用水を使っておる２

９事業所だけでも県下の約３割、４，２００億円ぐらいの出荷額を占めておる

ような県下では有数の工業地帯ということでございまして、その外、農作物と

しては、こういう写真に出ておりますカンショですとか、レンコンですとか、

ダイコンなんかの、かなり高収益型の農業が発達しています。
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それから、農業のほうで申しましたら、ずんずん西部へ行くほど、水田の比

率が高くなってくるということと、西部へ行くほど一次産業と申しますか、そ

の構成が高くなる、というような状況がございます。

流域の社会環境の２つ目といたしまして、歴史とか文化財、観光資源などで

ございますが、先ほど申しましたように大麻山ですとか、奥宮川内なんかの県

立自然公園があるほか、鳴門のドイツ館ですとか、大谷焼、それからホタルの

里、乳保神社のイチョウなど、天然記念物だとか史跡に恵まれておりまして、

、 、もちろん大鳴門橋なんかの観光資源にも近いということで いろいろな文化財

観光資源を有しております。

続きまして治水に関する現状と課題でございまして、この表は過去、昭和３

５年から平成１２年までの４５年間で、被害の大きい洪水を並べたものでござ

います。

主要な洪水でございましたら、昭和３６年の第二室戸台風、この時は床上浸

水が２，０００戸を超える被害が出ております。

その次に著名な洪水でございましたら、昭和５１年の台風１７号。この時は

床下浸水の総数で申しましたら５，７００戸を超えるような被害が出ておりま

して、過去には度々浸水被害を受けておりまして、この表は大きなものを抽出

しましたので、割に近年については大きな被害というのは少なくなってきてお

りますけども、依然浸水被害は出ている状況でございます。

例えば、この写真をご覧いただいたら。上のほうは昭和４９年の台風８号で

ございますけども、近年でも下の写真でございますが、平成１０年の台風７号

だとか、平成１３年の台風１１号だとかいうようなことで、近年でも浸水被害

が続いてございます。

これに対しまして、治水に関する現状と課題で、これまで行ってきた治水事

業の沿革ということで、ここではこれまでやってきた事業を一覧にまとめてお

りますけども、ご覧のように全部で１９河川において事業を実施してまいりま

した。

なお、この表は、今の事業名に置き換えてちょっと一覧表にしておりますけ

ども、このような対策で河川改修事業なんかを実施してまいりました。

以上の治水に関する現状と課題を一つまとめてみますと、旧吉野川の圏域と

しては、もともと低平地が多くて浸水被害の懸念というものがあった上に、近

年、市街化が進みましたので、人口とか資産が集積しまして、大きく洪水被害

のポテンシャルといいますか、万一、洪水で被害が起こった時の重大性という

のが増大してる、

というような状況がございまして、課題としては、これらの解消に向けた流下

能力の向上ですとか、内水被害の改善に向けた対策が必要である、というふう
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に考えてございます。

、 、 、続きまして 今度は利水に関する現状と課題でございまして この流域には

もちろん直轄河川の旧吉野川というのが流れております。

それから、この地域の農業用水の利用なんですけども、今、申しました旧吉

野川ですとか、もっと上流の池田ダムから取水して、ずっと吉野川の北岸を通

ってきております吉野川北岸用水ですとか、それとか柿原堰から吉野川の水を

取水しております板名用水とか、そういう大きな農業用水だとか、直轄河川の

水利用に依存しているという割合が大きくて、もちろん県の管理の河川として

も宮川内谷川ですとか、黒谷川、正法寺川なんかからも農業用水の取水という

ものがあるのでございますが、主には直轄河川とか、国が管理するような大き

な農業用水路、そういうものに水の利用を依存している、という状況でござい

ます。

これらの圏域としては、その農業用水の水質が悪化している、というような

問題がございます。それから、地下水の過剰取水などによって、地下水の塩水

化とかいうような、水環境の問題がございます。

、 、そういう課題がございますので これは我々の事業ではございませんけども

吉野川下流域国営の総合農地防災事業ということを国の事業でやられておりま

して、これらの問題を抜本的に解決するように、取水口を吉野川の柿原堰と第

十堰の２ヵ所から取水いたしまして、幹線水路を整備して、こういう水の利用

の安定化と近代化を図ろうとしております。

まとめて申しましたら、圏域全体としたら水の利用の課題はあるんですけど

も、我々県の事業ではないんですが、国の事業なんかでそれに対する改善の措

置が今、図られようとしていると、そういうことが進んでおります、というこ

とでございます。

それで、河川環境に関する現状と課題ということで、実を申しますと県の管

理の河川が５０河川ございまして、すべての河川を河川環境調査ができている

かというと、そうではございませんで、ここでは１例といたしまして、大きな

河川の黒谷川と撫養川を１例としてご紹介いたします。

まず黒谷川でございますけども、黒谷川は板野町を流れておりまして、旧吉

野川に流れ込む川でございますが、最上流端には黒谷ダムと申しますか、池が

ございます。中流部は両側がコンクリート護岸に覆われているような川で、下

流部、旧吉野川の合流点に近いところになりますと、両岸がコンクリートの矢

板護岸なんかで覆われている、というような状況でございます。

どことも上流、中流、下流とも河床は植生で覆われている状況ですが、下流

なんかはコンクリートの護岸で覆われていて、環境が悪化しているような面も

ございます。
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ただ、そこに住む生物でございますが、上流部には、○○だとか、ヤリタナ

ゴなんか。それから山間部ですけども、讃岐山脈のほうにまいりますと、○○

ですとか、○○なんかが生息している、というような状況でございます。

もう１つの１例でございまして、撫養川のほうのご説明をさせていただきま

す。撫養川といいますものは、旧吉野川から北のほうの小鳴門海峡を結んでお

る普段は運河のような川でございまして、水のほうも普段は海水というような

状況でございます。

それに流れ込んでおります河川が中山谷川という川がございまして、中山谷

川は山間部を流れ出て、新池川という平地、流れの勾配のない緩やかな川でご

ざいますが、新池川に至って、その川が撫養川に流れ出ている、というような

状況でございます。

撫養川のほうは、全部感潮河川といいますか、潮が入ってくる状況。それで

新池川のほうは、途中に防潮樋門がございまして、それより上流は河川の名前

のとおり池のような川でございます。

それで、上流から河川の状況を見ていただきますと、中山谷川は山間部を流

れる河床には植生の生えているような川。それから新池川になりますと、ご覧

いただくように池のような状況になってございます。それから、撫養川になり

ますと、先ほどご説明したような運河のような状況になっておりまして、最下

流端は港になっていて、両岸が物揚げ場とか、そういうようなものになってい

る、という状況でございます。

それで、そこに住む動植物でございますけども、感潮域の下流域には、こう

、 、 、いう○○だとか ○○なんかが見られる状況でございまして 淡水域には○○

モツゴなんかが生息をしております。

続きまして、河川環境の中の水質という面で、この圏域の中で水質に関しま

して類型指定が行われている河川は撫養川のみでございます。

撫養川については、全域がＢ類型に指定されておりまして、Ｂ類型のＢＯＤ

の７５％値の基準は３ｍｇ／ｌでございますけども、この青い線が撫養川の数

値でございますけども、それを十分満足するような良好な水質を維持しており

ます。

それで、環境の類型指定は設けられていないんですけども、上の赤い線は正

法寺川という川でございまして、藍住町の町中を流れている川でございますけ

ども、この川については非常に水質が悪化しておりまして、水量が少なくなる

冬から春にかけては、ＢＯＤの値の平均値で１５とか、そのぐらいまではね上

がるような悪いこともございまして、特に正法寺川では水質の悪化が問題にな

っている、という状況でございます。

河川環境に対する現状と課題をひとまとめにいたしますと、旧吉野川圏域は
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多種多様、撫養川なんかは遊歩道なんかの整備がされておりまして、河川空間

の利用がなされております。

そういう状況でございますので、河川に親しめる場所の確保とか、河川環境

の向上を図っていく必要がある、と考えております。

それからもう１つ。圏域内に多種多様な動植物も生息しておりますので、こ

れらの貴重な河川環境を保全する必要がございます。

、 、 、それと もう１つ付け加えて申しましたら 水質については下水道事業とか

関係機関との連携を図りながら、河川での必要な対策を行っていく、という必

要がございます。

続きまして、これらの課題を解決するために、河川整備計画の対象区間でご

ざいますが、２つの観点から対象河川を選定してございます。

１つは洪水や高潮に対する観点でございますが、まず近年、２０年間におき

まして洪水被害が大きかった河川、これが前川、黒谷川、撫養川の３河川。そ

れとその支川でございます。もう１点の環境のほうの水質という面から、水質

汚濁が著しく進行しております正法寺川、この４つの河川とその支川を対象河

川にいたしたいと思っております。

それと、河川整備計画の対象期間でございますが、これは計画策定年度から

おおよそ１５年。先ほど福井川では３０年を取りましたが、それぞれの河川の

必要な実施の工期というものを勘案いたしますと、１５年程度ということにな

りますので、必要な１５年間といたします。

それと、先ほどの福井川と同じでございまして、この整備計画といいますの

は、今後の状況変化に応じまして、適宜、見直しを行っていくものでございま

す。

それで、洪水、高潮等による被害の発生の防止、または軽減に関する事項で

ございますが、これについては近年、２０年において発生した洪水に対して、

家屋の浸水被害を軽減していきます。

なお申しましたら、この２０年、２０分の１の安全度に引き上げる、という

意味ではございませんで、ここ２０年間で洪水の起きた各河川を適切な安全度

に引き上げる、という意味で、２０年において発生した洪水に対して、洪水被

害などを軽減する、という表現をとらせていただいております。

それから、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項につ

いては、健全な河川環境の確保を目指していくということ。

それと、水質の悪化が進んでいる河川において、その改善を図るという方策

の１つとしまして、既存の自然環境の復元なんかを極力活かしながら、生物の

生息空間の拡充も図ってまいります。

それから、河川環境の整備と保全に関する事項でございますが、自然関係の
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影響を軽減して、河床部や水際部について、魚とか底生生物、植物などに配慮

した整備をするということ。

それから、撫養川なんかは都市部でございますので、良好な景観、それと人

と河川との触れ合い活動の場を維持、形成を図っていく、ということでござい

ます。

、 、 、 、それから 最後に 正法寺川におきましては 水質が悪化しておりますので

水質の改善というのを図ってまいります。

それで、ここからは具体的に河川工事を実施していく箇所の説明でございま

すが、まず前川でございますが、場所のほうは藍住町を流れておって、吉野川

に流れ出ている川でございます。

ここについては、およそ１０年に１回程度発生する規模の洪水に対して、安

全な河川の整備を進めます。

それで計画の流量は、吉野川に吐き出す地点で２５ｍ ／ｓでございます。３

河川の整備はこれまで大半で進めてきておりまして、延長としては１５０ｍな

んでございますが、前川池というところの手前の１５０ｍ区間で川の拡幅、そ

れから河床掘削を実施してまいります。

続きまして、黒谷川とその支川の松谷川、泉福寺谷川でございますが、これ

は、板野町内を流れる川でございまして、この河川につきましては、およそ３

０年に１回程度発生する洪水に対して安全な河川の整備を進めます。

旧吉野川へ吐き出す流量としましては、毎秒２３０ｍ ／ｓでございます。３

この川は、下流区間のほうは既に護岸工事等が実施されておりまして、河床掘

削を残すのみとなってございますが、全体としては河床掘削、それから築堤、

護岸、橋梁の架け替えを行ってまいりまして、断面的にはできるだけ河川環境

に配慮して、みお筋なんかの保全をしてまいろうと考えております。

支川の松谷川でございますが、これも同様に施行区間を４５０ｍの区間、現

状はコンクリートの３面張りでできておりますけども、こういう区間について

も自然石とかを使いまして、できるだけ自然化を図るような河岸を考えていき

たいと思います。

泉福寺谷川についても同様でございます。

続きまして、撫養川、新池川でございます。撫養川については、鳴門市の中

心部を流れておる川でございまして、この川については、鳴門市の中心部を流

れているということで、おおよそ１００年に１回の規模で発生する洪水に対し

て安全な流下を図ることといたします。

それで断面のほうなんですけども、ここは先ほど海水が入ってくる区間、感

潮区間と申し上げましたけども、従前のコンクリートによるパラペットの堤防

なんかが老朽化しておりますので、高潮対策としまして堤防の強化というのが
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中心でございますが、堤防の強化について、２．４７ｋｍの延長の区間で堤防

のかさ上げ、護岸工事を実施してまいります。

それと、その支流であります新池川でございますけども、同じく２．４８ｋ

ｍの区間で、ここの場合はすぐそばに道路がずっと走っている、というような

状況がございますので、堤防のかさ上げについてはコンクリートのパラペット

によるかさ上げを行いまして、それから非常に狭さく部、橋梁によって流れを

大きく阻害しているところが２ヵ所ございますので、そのへんの改作というこ

とで、治水面の問題を解消していきたいと思っております。

最後に正法寺川でございますが、正法寺川は、先ほど申しましたように藍住

町の役場のあたり、中心部を流れておる川でございまして、非常に水質が悪化

しているという状況がございますので、河床に堆積しました汚濁物質を取り除

くということで、まあ浚渫のようなものでございますが、河床掘削と、それと

直接浄化施設と申しまして、これは今、１基できておる施設の写真なんですけ

ども、ゴムの堰を設けて、水をこの地下の部分に引き入れて、それでプラスチ

、 、ックの接触濾過施設というもので濾過をして 川に放流しているという施設を

もう１基、実施する予定でございます。

それと、河川の維持の目的、種類及び施行の場所に関する事項でございます

が、これは先ほどの福井川とよく似た状況でございまして、河川の維持の種類

につきましては、先ほどと同じように流下の阻害物対策、河川構造物の機能維

持の対策、それから河川管理施設の操作、日常の水量、水質の監視、空間の管

、 、 、 。理 監視 それから河川情報の伝達体制の整備など ということでございます

それから、最後に、河川整備を総合的に行うために必要なその他の事項でご

ざいますが、これも先ほどの福井川と同様でございまして、地域住民と密接な

。 。連携を図るということ それから河川美化活動なんかの支援を行うということ

それから他事業との連携を強めながら整備を進めてまいります。

説明は以上でございます。

○委員長

どうもありがとうございました。

これ、次回にということですが、修正意見などございましたら、どんどんお

願いいたします。

どうぞ。

○委員

資料が膨大で、十分に見切れてないんですけども、これは次回１回で終わる

んですかね。それともまだ・・・。

○委員長

今回出る修正意見によりますね。
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○委員

修正意見というよりは。ちょっと分からないところなんですが、膨大な資料

なんですが、何箇所かありますが、目についたところだけいきます。

前川というしおりが入ってるところの１ページ目のところで、計画高水流量

、 、 、が出てますけども その下のところに表１－３というのがありまして そこに

例えば氾濫区域のところで、人口が０になっていますよね。資産額０、工業出

荷額０になってます。

それから、その次のページの裏の数字が打ってませんが４ページになるとこ

ろに地図が出てまして、これが前川の流域になってるのかと思いますが、これ

だけ人が住んでいて、なおかつ水田もあるのに、何でこの数字が０になるのか

な、というのが。外のところにも何箇所か、ちょっとそういう気になったとこ

ろがあったんですが。まず、そこのところをちょっと教えていただきたいんで

すが。

ちなみに、同じ前川のところの１５ページのところを見ていくと、そこに想

定氾濫被害額の算定というのがあって、そこには、例えば家屋ですと１億８，

６４７万１，０００円とか、具体的にそっちのほうは数字が入ってるんですけ

ども、一番最初の計画規模の表で０になったのにかかわらず、何でそこにそう

。 、いう数字が入ってくるのかなと 外にも何箇所かそういうのが資料にあるので

ちょっとそのへん、これどういうふうにして数字を出してるものか、というの

をちょっと教えていただきたいんです。

○事務局

はい。ちょっと数字が０になっているところは間違っているようで、再度、

確認して訂正させていただきたいと思いますが、どういうふうにしているかと

いうご質問に対しましては、１ページ目のほうは国が実施してます統計調査な

んかの資料から引っ張り出してきたものでございまして、後段のほうに出てく

る資料といいますのは、１０年に１回ぐらいの雨を想定して、試算を別途した

ものでございます。

ちょっと資料の出どころが違うんですが、前のほうの数字が０とかいうふう

になってるのは、ちょっと記載の誤りだと思いますので、確認をさせていただ

きます。

○委員

そうであれば、いずれにしても１ページ目の表の１－３のようなところには

出典を書かないと、ちょっと分かりませんよね。

○事務局

はい。

○委員
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そうすると、１５ページのところも、出典は国土交通省河川局河川計画課と

書いてますけども、例えばそこに、メッシュデータを基に整理、と書いてあり

ますが、これ例えば５００ｍメッシュなのか、１ｋｍメッシュなのかとか、そ

のメッシュデータの要するに精度ですね。

それはもうこの中に書かなくて、参考資料で入れていただいたほうがいいと

思いますが、そういったものの算出した、算定の根拠というのが、どういうふ

うにしてデータ化されてるか、というその方法が書かれていないと、我々とし

ては、それがどういうものか分からないかと思いますね。ちょっとそのへん、

数字のところもありますので。

外にも何かおかしいな、と思うところが何箇所かあったように思いますが、

すぐには思い出さないので、取りあえずそこが１点。

○委員長

ちょっと私のほうから言いましょうか。雑談みたいになりますが、吉野川の

北岸支川というのは、大体、讃岐山脈から落ちて、平地に出た途端、そこで氾

濫する、それを繰り返して天井川になってるんですね。今でも非常に氾濫しや

すいところなんですけど。

昭和４０年代というのは、北岸支川はしょっちゅう氾濫してましたね。委員

のほうの○○さんが学生時代なんかそうでした。年がら年中、氾濫してました

ね。

で、どっかの県で今の天井川、県管理ですけど天井川を掘削して、何か一石

二鳥やいうことで成功したっていう事例を５、６年前に聞きました。

○委員

滋賀県かどっかでしたね。

○委員長

滋賀県でしたかね。井戸水が枯れるという欠点がありますので、井戸水を利

用していないような区域で１回やってみたらいいんじゃないかなと思います。

、 。しかし４０年前に砂防ダムを作りまくって 氾濫抑止力は上がっております

で、砂防ダムは水質の問題ですね。北島町の地下水から出たんですが、有機窒

素と有機リンだらけである、ということで、町長は困った、困った言よったん

ですが、次は表流水に切り替えたんですが。

、 、 、 、その時 僕は 犯人は何かと思って考えとったんですが 大麻山付近ですか

あのへんのちょっと山道を上がりますと、何か鶏とか牛の糞、豚の糞をたくさ

ん捨ててるんですね。

それとか、旧吉野川の水質観測をしていると、海に関係がないのに突然、塩

分が観測されたり、それから砂防ダムの中にたくさん豚や鶏の糞、いわゆる産

業廃棄物を捨ててるケースが、まま見受けられますね。
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そういうのを、大変ですけど河川管理上、少しは何とかしようかな、という

機運にはなっておりますが、言ってあげないと駄目ですね。

はい、どうぞ。

○委員

今、○○先生のお話で気が付いたんですけど、最初の報告書の１ページ目の

ところに天井河川と出てくるんですが。

○委員長

天井川ですね。

○委員

だから、そのへんの語句の修正をお願いしたいのと、今、○○先生が最後に

言われた塩水化の問題がありますので、塩水が上がってきている分布図みたよ

うなのがありますよね。

○委員長

じゃあないです。産業廃棄物ですね、どうも。どっかでやっとるでしょう。

○委員

何かそういうような資料もあったほうがいいんじゃないかな、ということで

す。

○委員長

県は資料ないでしょう。農水省ですかねえ。

○委員

昔、作ってましたねえ。それともう１つ、ここには書いてないんですが、先

ほどの撫養川とか正法寺川とか、これ江戸時代から明治、大正も、いわゆる鉄

道ができるまで内陸航路、内陸河川として使われてて、平田舟とか、そういう

舟がたくさん往来してたんですよね。言ってみれば高瀬舟もそうですし。

で、そういう交通史的なものも１つ、例えばそういう看板を作る等、学習機

能を高める。地域の河川を地域の人が学ぶような、そういうような教育的配慮

というか、そういったものも何か入れていくと子どもも参加して、川のごみ拾

いとか、そういう時に教育的な効果が出るんじゃないかな、と思いますので、

ぜひそういった歴史的な背景とか、そういったものも、ここで学習できるシス

テムを作ってもらったらいいかなと。これは要望でお願いしたいと思います。

○委員長

、 。新町川水際公園より もっときれいな水際公園が撫養川にはありますからね

はい、どうぞ。

○委員

これも雑談として聞いてほしいんですけどね、旧吉野川の水を利用している

水道水というのは、徳島では一番悪い部類になりますね。これ皆さん、知って



- 5 0 -

第 回とくしま川づくり委員会10

。 、 、 、おいていただきたい 特に北島町 ○○先生が住んでるあたり 最悪の水道水

現状でですよ。昔も悪かったし、今も悪いですね。

だから、気を付けて飲んでください。私は大分前に有機塩素化合物、発がん

、 。 。性と俗に言うのを調べてたら 北島の水道が一番悪かったですね 参考までに

鳴門のほうも余り良くないですけども、一番気になったのが北島町水道、要注

意です。

○委員長

あのへんで地下水まだ取ってるのは藍住町だけですね。あとはもうみんな表

流水です。

○委員

その表流水も良くない。

○委員長

表流水だから良くないんです。

○委員

。 、 。地下水も良くなくなったんですね もとは良かったんですけどね ある程度

○委員長

いや、取りあえずうまかったよ。

○委員

昔はね。

○委員長

いや、地下水の間はうまいんですよ。塩素をばんばん入れ出したら、もうい

かんので。

○委員

徳島市でも参考に言いますとね、第６水源というのは吉野川本流の表流水で

す。これが配られているのが約半分ですが、それはまずいんです。大体バイパ

スから南のほう、法花谷の貯水池ですね。それ以外の地下水、伏流水を利用し

てるところは、ここも含めて相当いい水質ですね。飲んでもおいしいと。

○委員長

文理大もうまいです。

○委員

だから、これ雑談ですが、皆さんにご披露だけしておきます。

○委員

１つよろしいですか。

○委員長

どうぞ。

○委員
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１ページの一番最初ですけどね、第十堰のある第十ですけどね 「旧吉野川、

は板野郡上板町第十で」と書いてありますけど、この８４ページをご覧いただ

きたいと思いますけど 「第十（石井町藍畑 」と。私、第十に住んでおりま、 ）

すのでね、第十というのは、北のほうは第十新田といってるけど、第十という

。 。表現でいいかどうかというね 上板町に第十があるかどうか調べてくださいね

第十新田というのはあるんやけどね。

○事務局

はい、分かりました。

○委員

第十は南岸のほうでね、石井町になりますので。上板町に第十はないと私は

思ってたんですけどね。

○委員

確かに、第十新田は地形図には載っていたような気がしますけどね。ちょっ

と僕も、うろ覚えですが。

○委員

第十という表現が北岸にあるかどうか、ということをね。

○委員

私、たまたまこれ読んだ時に、隣に住宅地図があったんで見たんですよ。そ

うすると、やっぱり今おっしゃるとおりに、上板町は第十新田という地名はあ

るんですが、第十というのはないですね。石井町にはありました。

○事務局

はい。

○委員

それで、細かい話になりますが、資料を見てましたら、流域概要編の１ペー

ジのところ、真ん中へんに、やっぱり同じように「上板町第十」となってるん

ですね。これ何か、この資料がもともとあったのを引っ張ってきたのかな、と

いう気はしますが。

○委員

、 「 」 、ついでに言っておきますが ２行目のところに 鳴門市粟田 とありますが

これは「粟津」の間違いですね。粟田は北灘の釣りの漁場です。

○委員

一応、確認しておいてください。

○委員

あと１点。これはお願いなんですが、この圏域というのは、結構、市街化し

ている部分と、農村地帯というか、かなり入り乱れてますよね。で、土地利用

の話が書かれているんですが、土地利用図と都市計画図というのを、参考資料
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でもいいですから載せていただきたいな、と思います。

特に正法寺川の話を聞いてる時に、水質悪化がどんどん進んでいるというの

は、恐らく土地利用と都市計画というのは大いに関係すると思いますので、ぜ

ひお願いしたいと思います。

○委員長

どうぞ。

○委員

どこの河川か忘れたんですが、この計画年数が１００年というのがありまし

たね。何川でしたっけ、あれ。

○事務局

撫養川です。

○委員

撫養川ですね。１００年というのは、どういう計算で１００年になるのか分

からないんですが。先ほどから言われているように、国の指針としては３０年

ぐらいが一つの目途といいながら、１００年というのはその３倍以上のスパン

になってしまいますので。

○事務局

河川の安全度といいますのは、その河川ごとの大きさと重要度を重視して決

めなさい、ということを書いてございます。平たく言えば、川の流域面積と都

市化の度合いみたいなもので決めなさい、ということでございまして、ですか

ら吉野川の支川ごとに、その川ごとに必要な安全度というのは、それぞれ決め

る必要があるわけなんです。

例えば、同じ 面積の川でも、片や水田ばっかり、片やごつい街になってい

るといった時、当然、目標とする安全度は異なりまして、撫養川みたいな鳴門

市の中心部でしたら、普通で言ったら５０分の１に近いところかな、というよ

うなところだけども、非常に都市化もしてるということで、ワンランク引き上

げて１００分の１というような安全度が、適切な安全度です。

それで、この計画というのは、１５年間に整備を実施していく内容を示して

いるわけなんですけども、途中で申し上げたように、例えば１５年とか２０年

だったらそれだけの安全度にするというのでなくて、その間に整備するのは３

、 、つの川だけども その３つの川はそれぞれに適切な安全度に引き上げましょう

というふうなことで書いております。

そうしなければならん、というわけではないんですけども、例えば無理に安

、 、全度を引き下げる 低い安全度を目標にし直すという必要もございませんので

適切な安全度を目指しているということです。

○委員長
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今の質問、だれが決めたのか、というものだったが。

○委員

よく分からない。それが外の一般の方に理解してもらえるかどうかでしょう

ね。１００年の計画を１５年とか２０年と設定してやるんだといって。

○事務局

今の説明、ちょっと分かりにくかったかと思うんですけども。そもそも河川

整備計画というのは、水系全体で作るか、もしくは一次支川と申しますが、吉

野川に流れ込んでる川を吉野川の一次支川というわけですけども、一次支川ご

とに作りなさい、ということがございます。

それで、直轄河川の一次支川だけ数えたら、この圏域だけでも１５ぐらいあ

るわけなんです。そうすると、１５の整備計画を一発に作るのは無理なので、

１５の整備計画を作るということになるので、それは大変だということで、あ

る程度、地域ごとにまとめてるという状況がございますので、本当は撫養川と

か、前川とか、別個に河川の計画を作るべきものを、鳴門とか板野郡周辺のも

のを一まとめにしてる、というような状況がございますので、統一したものが

なかなかできてない、というのが実情です。

○委員長

ちなみに、僕は新町川は知らんのよ。新町川は何年？

○事務局

新町川の安全度ですか。

○委員長

そう。

○事務局

１００分の１です。

○委員長

そしたら、撫養川と一緒ということやな。市内の中心を流れているのは１０

０分の１ぐらいか。

そろそろ時間ですが、このぐらいでいいですか。じゃあ次回ということで。

きょうのいろいろなご意見を、よく心にとどめて、文章をうまいこと作って

ください。

じゃあ、どうも皆さんありがとうございました。事務局へ司会、お返ししま

す。

○司会

長時間にわたりまして、ありがとうございました。

それで１つだけ、ご報告といたしまして、今後の予定でございます。先ほど

申し上げましたように、福井川については住民にお配りできるようなパンフレ
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ット作りをこれからさせていただいて、次回の１０月ごろには、この委員会で

お見せできるように頑張りたいと思いますので、またどうぞよろしくお願いい

たします。

それでは、最後に河川課長からご挨拶を申し上げます。

○事務局

委員の皆様方には、大変長時間にわたりまして熱心なご討議、また貴重なご

意見をいただきまして、誠にありがとうございました。

また、説明資料の中で多々、不備な点がございました。誠に申し訳ございま

。 、 、 、せん 事務局といたしましても なお一層努力を重ねまして 今後ともご意見

ご指導のほどを、よろしくお願い申し上げます。

本日はどうもありがとうございました。

○司会

それでは、これで第１０回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


