
第２０回とくしま川づくり委員会

第２０回とくしま川づくり委員会

議 事 録 概 要

平成２２年８月３１日

徳 島 県



- 1 -

第２０回 とくしま川づくり委員会

議 事 録

日時：平成２２年８月３１日（火）

10 00 12 00： ～ ：

場所：ホテル千秋閣 ７ 鳳の間F

【事務局：司会】

それでは、定刻となりましたので、ただいまから「第２０回とくしま川づくり委員会」

を開催いたします。

本日、会議の進行を務めさせていただきます、河川整備課 課長補佐 の○○と申しま

す。よろしくお願いいたします。

それでは、まず最初に○○河川局長の方から開会のご挨拶を申し上げます。

【河川局長】

みなさん、おはようございます。 河川局長をしております、○○でございます。

委員の皆さま方には大変お忙しいところ、ご出席を賜りまして、誠にありがとうござい

ます。また、日ごろから本県の河川行政の推進に、深いご協力とご理解を賜っております

こと、この場をお借りしまして厚く御礼を申し上げます。

委員の皆さま方には、今後２年間、この「とくしま川づくり委員会」の委員として、

ご指導・ご助言をいただきたいというふうに考えておりますので、どうか宜しくお願いを

いたします。

さて、本日は前回ご審議をいただきました「宍喰川水系河川整備計画」につきまして、

委員の皆さまのご意見や国土交通省の助言を踏まえまして、修正したものを「修正素案」

として、ご説明させていただきます。

より良い徳島の川づくりのために、十分なご審議を賜りますよう、お願いを申し上げま

して、簡単ではございますけれども、ご挨拶とさせていただきます。

本日は、どうぞよろしくお願い申し上げます。

【事務局：司会】

それでは、これから議事に入ってまいりたいと思います。

本日、○○委員におかれましては、所用のため欠席となっております。

議事に入ります前に、配付資料について、確認させていただきます。

本日の会議資料といたしましては、６種類の資料を用意させていただいております。

、 、 。 、 、まずは 会議の次第 Ａ４の一枚紙でございます 続きまして委員名簿 続いて配席図

続いて少し厚いんですが 「二級河川宍喰川水系河川整備計画(修正素案 」それと、Ａ３、 ）

の横長ですが 「宍喰川河川整備計画（修正素案）対比表 本文」というような形になっ、

ております。

それと最後に、パワーポイントの資料になっておりまして 「第２０回とくしま川づく、

り委員会」の説明資料というふうなものでございます。みなさんお揃いでしょうか。

また、当委員会の委員さんにおかれましては、今年の６月３０日をもちまして、任期が
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切れたことから、７月１日付けで新たに委員を就任していただいております。

また、再度委員をお願いした方もおられます。

ここで改めまして、委員の方々のご紹介をさせていただきたいと思います。

まず、前委員長の○○先生におかれましては、昨年１１月にお亡くなりになりました関

係で空席になっておりました、後任の委員長についてでございます。

「とくしま川づくり委員会設置要綱第３条」では「委員長は委員の互選によって定める」

と規定しております。

委員の方々から、徳島大学大学院の○○先生を推薦するというお話をいただきまして、

委員長の選任につきましては、各委員の皆様方への事前説明の際に 「委員長については、

○○先生」ということで、委員の皆さま方のご内諾をいただいておりますが、ここで、改

めまして委員の互選により「○○先生に当委員会の委員長をお願いする」ということで、

よろしいでしょうか？

（ 異議なし ）「 」

「異議なし」との発言がありましたので、○○先生、委員長としてよろしくお願いいたし

ます。なお、○○委員長につきましては 「都市計画・地域計画」の視点と、委員長とし、

て、会議のとりまとめ役ということで、お願いしたいと考えておりますので、宜しくお願

いいたします。

それでは、各委員のご紹介をさせていただきます。

委員名簿の順に紹介させていただきます。

まずは、徳島大学大学院教授の○○委員でございます。

【○○委員】

○○です。よろしくお願いいたします。

【事務局：司会】

○○委員におかれましては、植物生態学という視点からご助言をお願い致したいと考え

ておりますので、よろしくお願いいたします。

続きまして、徳島大学名誉教授の○○委員でございます。

【○○委員】

○○です。よろしくお願いします。

【事務局：司会】

水文学の視点からご助言をお願いいたします。

続きまして、ＮＰＯ法人○○○○理事の○○委員でございます。

【○○委員】

○○です。よろしくお願いします。

【事務局：司会】
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住民参加という視点でのご助言を宜しくお願いいたします。

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】

○○です。よろしくお願いします。

【事務局：司会】

○○委員におかれましては、水の生きもの学の視点から、ご助言をお願いいたします。

なお、○○委員におかれましては、県立博物館の○○先生の後任ということで、７月よ

り新たに委員ということでお願いしております。

続きまして、財団法人 ○○○○○○の○○委員でございます。

【○○委員】

○○です。よろしくお願いします。

【事務局：司会】

経済学の視点からご助言を宜しくお願いいたします。

続きまして、四国大学名誉教授の○○委員でございます。

【○○委員】

○○でございます。よろしくお願します。

【事務局：司会】

生活科学の視点から、ご助言をお願い致したいと考えております。

続きまして、ＮＰＯ法人○○○○○ 副理事長の○○委員でございます。

【○○委員】

○○です。よろしくお願いします。

【事務局：司会】

○○委員におかれましては、地域活動の視点での、ご助言をよろしくお願いいたしたい

と思います。

続きまして、阿南高専教授の○○委員でございます。

【○○委員】

○○です。よろしくお願いします。

【事務局：司会】

○○委員におかれましては、河川工学の視点からご助言をお願いいたしたいと考えてお

ります。なお、○○委員におかれましては、亡くなられた○○先生が河川工学のご専門で
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ありましたので、７月から新たに委員ということでお願いしておりますので、よろしくお

願いいたします。

最後になりますが、本日、欠席されておりますけれども、徳島大学教授の○○委員でご

ざいます。

歴史地理学の視点から、ご助言をお願いしたいと考えております。

以上、１０名の委員の方々でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、ここからは委員長に進行をお願いいたしたいと思います。

○○委員長、よろしくお願いします。

【○○委員長】

はい、○○でございます。皆さんからご指名いただきましたので、この任期中の委員長

を務めさせていただきます。

川づくり委員会の委員長の顔としてはあまり相応しくないと思いますが、皆さんのご協

力を得まして、会議を進めていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。

後、座って会議を進めさせていただきます。

それでは、議事に入っていきたいと思います。今日の議事は一つで 「二級河川宍喰川、

水系河川整備計画の修正素案について」ということでございます。あとは 「その他」と、

いうことでございます。

それでは、資料の説明をよろしくお願いします。

【事務局】

。 、 。事務局の河川整備課担当係長の○○でございます どうぞ よろしくお願いいたします

パワーポイントで説明させていただきますので、スクリーンをご覧下さい。

「宍喰川水系河川整備計画（修正素案 」ということで、まず「河川整備計画」策定の）

流れについて、ご説明いたします。

ご覧のように、これが「計画策定の流れ」ということになります。

いま現在は、平成２０年の１２月に「河川整備基本方針」というものを策定いたしまし

て、それを受けて、前回の委員会で２１年の３月だったかと思いますが、整備計画の素案

という形でご審議いただきました。

その後、その委員会での皆様のご意見や、国土交通省との協議により指導を受けた事項

などを踏まえまして、今回 「修正素案」という形でご説明させていただくということで、

ございます。

今後、出来ましたら、この「修正素案」を基に、住民の意見を反映させる、ここに住民

説明と書いておりますけども、ここで意見を反映させるということで、旧宍喰町の流域の

住民の方々にアンケートを取ろうということで、海陽町の役場の方とも協議させていただ

いておりますが、そのような形を取ろうかなと考えております。

その後、地方公共団体の長ということで、地元の海陽町長の意見照会であるとか、国土

交通省との協議を終えて、最終的に「整備計画」が確定する、というような流れになりま

す。

今回、ここの「修正素案」というものについてご審議いただきますので、どうぞよろし
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くお願いします。

具体的な「修正素案」の中身に入る前に、宍喰川の現況について、何枚かの写真を用意

しておりますので、まずはそのご紹介をさせていただきたいと思います。

宍喰川、主に中流から河口にかけて、上空から見た写真でございます。

、 、 、旧宍喰町の中谷というところを源といたしまして ここの角坂であるとか 芥附を経て

この尾崎という所で、宍喰川と広岡川、坂瀬川が合流いたします。

その後、また後で話が出てきますけど、取水堰のある馳馬、それから水位観測局がある

日比原、それから堰のある中角を経由して河口に至るというような、全長で約１３㎞、流

域面積でいいますと、大体３７ の二級河川でございます。㎢

海側の上空から上流に向かって見た写真でございます。

旧宍喰町の市街部につきましては、今後３０年で６０％程度の確率で発生するという南

海・東南海地震によりまして、シミュレーションではこの旧市街部、海岸が大体１００ｍ

余りなんですけども、これを２ｍ超えるという津波の高さが予想されておりまして、その

最大波では、ここの市街部さらには、この日比原ぐらいまでは浸水するというようなシミ

ュレーションとなっております。

そのため、宍喰浦海岸、旧建設省所管の県管理海岸ですが、ここの耐震対策工事につい

ては、今年度これまでに完了したところでございます。

併せて、宍喰川についても同じように、この津波が川に沿って遡上するというようなこ

とで、津波の対策というものも必要になってくるということでございます。

この次の写真、これが国道５５号から下流、海側を見た写真でございます。

右側が宍喰漁港、左側が宍喰浦海岸、冬季の宍喰川に水が少なくなった時には、河口閉

塞なんかも起こることがあるというようなことであります。

次、同じように国道５５号から上流を望んでおります。右側が市街部分です。

この護岸は昭和３０年代に施工されているということで、老朽化が課題になっていると

いうことと、先ほどお話しいたしました、津波遡上の耐震対策というものも必要となって

おります。

これが、県道の橋。通称「かもめ橋」と呼ばれていますが、ここから河口、海側を見た

写真です。これが国道５５号に架かる橋。こちらの左側が市街部分、右側が漁港というよ

うになってます。だいたい川幅は５０ｍぐらいございます。先ほども言いましたように、

耐震対策が必要な箇所ということです。

続きまして、これが日比原付近になります。ちょうど平野部においてはちょうど中間地

点ぐらいになるのかなと思います。一昨年に水位観測局を設けております。計画の基準地

点でもあります。

同じく日比原付近ということで、これが馳馬橋。近くには井上神社という神社があり、

７月には、川の中に神輿が入っていくようなお祭りもあるようです。川では瀬や淵が段々

と発達しているような状況です。

次が馳馬堰で、農業用の取水堰です。固定堰ということで写真の左側、高低差は２．５

ｍ程度です。これは洪水時には堰上げを起こすというようなことから、過去の出水におい

ては越水による浸水被害、主には写真の右側に水が溢れて、浸水被害を起こしているとい

うことです。過去の平成１０年５月の洪水においては、床上浸水が約９戸が発生したとい
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うことです。

次が馳馬堰から少し上流、広岡川との合流地点 「整備計画」に位置付けた要改修区間、

の上流端になります。ここは馳馬堰に近いということで、堰上げにより左岸側から水が溢

れて、浸水被害を起こしたというような状況です。

、 。 、これが中流部分 先程の合流点から更に上流に上がっております この付近については

瀬・淵ができて自然豊かな環境が形成されております。

これが上流部分です。このまま、さらに上流に行けば、美しい渓谷なんかも形成されて

おりまして、県のレッドデータブック、県で絶滅危惧種のヒラテテナガエビなどの生息も

確認されているところでございます。

とりあえず現況について、簡単にご紹介させていただきました。

それでは、これからが「修正素案」の具体的な中身になります。中身につきましては、

担当○○の方から、ご説明させていただきます。

【事務局】

河川整備課担当の○○です。よろしくお願いいたします。

それでは、ここから「河川整備計画」そのものの中身について、ご説明させていただき

ます。

組み立てとして、現況と課題というものが最初に出てきます。その後にその課題に対す

、 、 、る目標 そして目標に対する実施のメニュー そういった組み立てになっておりますので

宜しくお願いいたします。

まず、治水面における現況と課題ですが、先程ございましたように、平成１０年に非常

に大きい被害がございました。治水面につきましては、昭和３０年頃から下流部から、ず

っと河川改修事業というのも行ってきておりますが、平成に入ってからも何回か浸水被害

が起こっております。浸水被害の実績につきましては、本文の３ページに記載しておりま

すので、またご覧いただけたらと思います。

そして、平成１０年の被害についてでございますが、この図面でいいます水色の部分、

水色の部分についてが外水被害といった被害を受けております。外水被害とは河川から、

水が溢れたことによる被害。一つの原因として、先ほど写真に出てきました、馳馬堰とい

う固定堰がございまして、そこで川の水が洪水時に堰上げを起こして、川から水が溢れて

この水色で塗ってる部分について、浸水被害を起こしたという実績がございます。

そして、下流部におきましては、黄色で塗っている部分、ここが内水被害という被害を

。 、 。受けております 内水被害というのは 降った雨が田畑等に溜まって川に入っていかない

そういった事で起こる被害のことで外水と内水による被害を分けて記載しております。

続きまして、津波・地震に対する被害でございます。

宍喰浦海岸、並びに宍喰川については、やはり東南海・南海地震、１００年から１５０

年に一度の間隔で、これまで被害を受けております。

それで、次に発生が予想されております、東南海・南海地震におきまして、この図面は

県の危機管理部がシミュレーションした結果でございます。一応、やはり宍喰浦海岸、並

びに宍喰川については、６ｍを超える津波というのが押し寄せてくるという予想になって

おりまして、これに対する対策が必要であるというふうに考えております。
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続きまして、治水の管理面、維持管理における課題といたしましては、まず右側にある

写真のように、どうしても上流に土石流等が発生したことによる河川の異常堆積というの

が過去には何回か起こっております。

そして、左下にありますように樹木、基本的には非常に河川の景観的にも良い景観を形

成しているところでございますが、木が生え過ぎたことによる流水の阻害、そういったも

のも懸念されるところでございます。

それと、特に河口部から河川改修を行ってきたことによりまして、河口部においては、

護岸が出来てから４０年、５０年を経過をしておりまして、老朽化といったものが問題点

としては挙げられるところでございます。

。 、 。続けて利水面です 宍喰川の利水としては ほとんどが灌漑用水に利用されております

一部は上水として伏流水ですとか、そういったものを宍喰町の水道水として使っておりま

す。多雨地帯であるということもあって、幸いなことに、ここでは渇水被害というのは、

あまり過去には報告がございません。

利水というものについては、基本的には順調なのかなあというふうに考えておるところ

でございます。

続きまして、環境面ですが、上流部です。上流部については、先ほど申しましたように

非常に良い渓谷。景観的にも非常にきれいなものが形成されております。

、 、 、平成１４年の環境調査の結果ですが 魚類ではアマゴであるとか 鳥類ではキセキレイ

。 、 、こういったものが確認されております レッドデータブックによります テナガエビとか

そういったものが確認されておりますので、こういったものは守っていかなければならな

いというふうに考えております。

中流部ですが、中流部は河岸段丘が発達しておりまして、ここには魚類としてはボウズ

ハゼ、それから植物ではツルヨシといったものが確認されているところでございます。

、 。 、下流部ですが 下流部は非常に開けた土地になっております 魚類としてはアユカケ

これも県のレッドデータブック準絶滅危惧種に指定されております。こういったものが確

認されております。また、エビ関係ではヒメヌマエビ、こういったものも確認されており

ます。

河口部ですが、河口部については、海岸からの漂砂による砂嘴が発達しております。

環境調査といたしましては、環境省と県の両方のレッドデータブックに準絶滅危惧種とし

て指定されているチュウサギなどが確認されております。

あと植物といたしましては、タコノアシ。こういったものが確認されております。

動植物のまとめといたしましては、非常に自然に恵まれており、多様な生息環境・生息

空間を形成しております。

一つ問題点といたしましては、利水の時にお話ししましたが農業用水の取水施設として

堰がございます。この堰の魚道についてですが、下流部の堰については魚道が付いている

んですが、上流部では魚道の付いていない堰がございまして、どうしても甲殻類であると

か魚類等の上下流への移動、そういったものの妨げになっているということが課題として

挙げられます。

、 。 、 、 、 ． ．あと 水質でございます 左下にある図面 表ですが ＢＯＤとしては ０ ５とか１

０という非常に良い値を示しておりまして、水質としては非常に良い川なのかなと考えて
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おります。

ただ、下流部、最下流部におきまして、水質調査を行っておるんですが、そこでは大腸

菌が、どうしても季節ごとに出てくる時があります。この原因といたしましては、宍喰川

の中を流れております久保川、これは準用河川なんですが、ここへ生活排水が流れて込ん

でその後、排水が宍喰川に流れてくるという関係で、宍喰橋という調査地点がございます

が、ここではどうしても大腸菌がグンと跳ね上がる時期があります。これがちょっと一つ

の課題であると考えております。

あと、河川空間の利用についてですが、宍喰川は、やはり子供たちが非常によく遊んで

いる風景が見られます。町役場などに聞いても、プール代わりに使っている光景が非常に

よく見られるということで、こういった環境というものは、今後も守っていかなければな

らない環境であると思っております。

続いては、いま申しました課題に対する目標といったメニューになります。

まず、今回の「河川整備計画」の対象区間ですが、ちょっと見にくいんですが、矢印が

書いてあると思います。宍喰川本川がありまして、支川が５支川あるんですが、それらの

河川区域を矢印で示しております。今回 「河川整備計画」におきましては、この河川区、

域全般を対象区間として整備を行っていきたいと考えております。

次に対象の期間ですが、この「整備計画」を策定してから約２０年間、今後２０年間に

おいて、整備を行っていきたいメニューというのをこの「河川整備計画」に記述している

ところでおります。ただし、当然、技術の進歩とか社会状況の変化がありますので、そう

いった時には適宜、見直しを行っていきたいと考えております。

治水面の目標でございますが、課題のところで挙げました近年の一番大きかった被害、

平成１０年５月の豪雨ですが、この豪雨が解析結果によりますと、約３０年に一回の雨と

いった解析になりました。それで、この宍喰川の治水としては、この３０年に一回の雨、

つまり平成１０年の５月と同規模な雨が降った時には、それを安全に下流に流せるように

といったことを目標として定めさせていただきたいと思っております。

続きまして、地震津波対策です。

この表は、左から右に地震発生後の経過時間、それから縦方向へ津波の高さというのを

示しております。地震が発生してから約１０数分後に第１波がくるという予想になってお

ります。１０分おきに第２波、第３波と来て、地震発生後の約４０分後には最大波である

第４波、宍喰浦海岸において、約９ｍの高さの津波が押し寄せてくるというシミュレーシ

ョンになっております。

この第４波の最大波を守るということが理想なんですが、これを守ろうとすると、コス

ト面で非常にかかります。それと海岸から川に非常に大きな壁を造るといったことになり

ますので、普段の景観であるとかを考慮すると、この第４波を守るというのは物理的にも

困難であると考えております。

そこで県といたしましては、この第４波が来るまでの４０分間、この間に来る先の３波

、 。 、 、を抑えることによって 避難時間を確保する ４０分間の避難時間を確保して その間に

住民の方々に高台等に逃げて頂いて 『死者ゼロ』を目指すといったことを目標としてお、

ります。

維持管理につきましては、先ほど言ったような課題について、今後、点検や管理などを
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計画的におこなって、維持管理における計画というものを今後つくっていきたいと考えて

おります。

利水面についての目標でございますが、課題の時に申しましたように、基本的に渇水被

害というものがそんなにありませんので、利水面については、特に課題がないというよう

には考えておりますが、本来であれば河川の維持流量、本来その河川が持つべき流量、そ

ういったものを定めるのが河川管理者としては一番の目標であります。ただ、そこの目標

にいくまでの情報量というものが今までございませんので、そういった情報収集について

今後進めていきたいと考えております。

、 「 」河川環境の目標でございますが 治水・利水との調整を図って 今ある良好な河川環境

これを守っていきたいと考えております。

水質ですが、今後また実施の方でメニューとして出てくるんですが、先ほど説明したよ

うに大腸菌の原因が生活排水といったことで、関係機関と連携して生活排水対策を進め、

水質の改善に努めて参りたいと考えております。

、 、 。あと 河川環境の河川空間についての目標ですが 先ほど子供たちが遊んでおった風景

そういったものを今後も残していきたい。そして、水辺に集って親しめる川といったもの

を目指して参りたいと考えております。

これまでが目標です。これからは、目標に対する実施のメニューに入っていきたいと思

います。

治水の実施メニューでございますが、先ほど申しましたように、平成１０年の雨、３０

年に一回の雨を安全に下流へ流すためには、河口から約３．６㎞の区間、この区間での改

修が必要と考えております。ただし、下流の３㎞につきましては過去からずっと河川改修

事業というものが進めてきておりまして、改修が済んでおるところでございます。

今後は、残された上流の約０．６㎞の区間、この区間の河川改修を進めたいと考えてお

ります。その一つの大きなメニューとして、平成１０年の時の被害の一つの原因でありま

した馳馬堰の撤去、これを大きなメニューの一つとして考えておるところでございます。

これは実施の断面図でございます。河川の幅を広げて河床を掘削することによって、流

水断面、水の流れる断面を確保して、安全に洪水を下流へ流すといったことを工事として

行って参りたいと考えております。

津波地震対策に対する実施のメニューでございます。この図面でいう、黄色の部分が液

状化を起こす層です。だいたい今ある堤のすぐ下に液状化層がございまして、その下のブ

ルーの部分は液状化をしないといった強固な地盤っていうものがあります。この黄色の部

分が揺れることによって液状化して堤防が川の方へ流れていくということが起こってきま

す。そして、堤防が崩れるというか、沈下していくといったようなことが予想されます。

そこで矢板を護岸の前に打つことによって、堤防が川側に流れていく、そういったことを

防ぎたいというふうに考えております。

先週、先々週と各委員の先生方に回らせて頂いた時に、その時は堤防の嵩上げというの

、 、を考えておったんですが 堤防の背後に各住居がかなりはりついている所でございますが

堤防を嵩上げする事によって、どうしても地元の方の住居とか、例えば立ち退きであると

か、そういった地元の方への影響が非常に大きいといったことが判ってきましたので、通

常の工法であります、矢板による補強に変更させて頂いた次第でございます。
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治水の実施の管理のメニューですが、流下能力の維持といたしましては、先ほど言った

土砂の堆積であるとか、樹木の状況、こういったものを適正に把握して、維持管理に努め

て参りたいと思っております。

それと、老朽化している堤防、それから護岸、こういったものについても当然維持管理

を図っていきたい。

それとあと、内水の被害の対策として排水ポンプ等があるんですが、こういったものに

ついても、健全な状態が守れるように普段の監視も含めて点検・管理をおこなって参りた

いと考えております。

利水の実施メニューです。先ほど必要な情報収集を行っていきたいと申しましたが、具

体的には、河川の維持流量を設定するためには、現場での流量観測がどうしても必要とな

ってきます。現場で普段どれぐらい流れているか、といった流量の観測がこれまでできて

おりませんでしたので、今後はそれに努めて参りたいと考えております。昨年度、水位計

を現場に設置しておりますので、今後についてはそういったデータ収集を行って、次の整

備計画の策定の際には設定できるように考えておるところでございます。

河川環境としての実施メニューですが、基本的には今ある非常に良い環境、こういった

ものを残していきたい。レッドデータブックに載ってるような動植物、こういったものに

ついても守っていきたいと考えております。

ただし、どうしても地震対策、洪水対策によって、ハード面の整備がございますので、

そういった時には動植物に対する配慮を行って参りたい。

それでまた必要であれば、委員の先生方にアドバイスを頂いておこなって参りたいと考

えております。

それと、一つ問題としてありました堰の魚道、こういったものについても関係者の協力

を得て、魚道の設置に努めて参りたいと考えております。

水質でございますが、大腸菌が増える時があるといったことで、現在、海陽町の方で、

下水道事業というのが平成１６年からどんどん進んでおります。先週聞いた話によります

と幹線がほぼ完成して、いま個別の家がその幹線にどんどん繋いでいる状況のようです。

最終的には、旧宍喰町の約１０００戸が下水道に繋がると聞いておりますのでで、今後は

大腸菌についても非常に良好になってくるものというふうに考えております。

河川空間につきましては、川に訪れる子供たちがイベント等が出来るような、そんな河

川空間の改良、保全というものに努めて参りたいと考えております。

最後になりますが、総合的な取り組みです。

これまでもずっと行ってきていたんですが、今後は、アドプトの関係、地域住民との連

携・協働、こういったものが宍喰川だけに限らず、我々河川に携わる者として川づくりに

ついては、こういったものが必要となってくると考えておりますので、こういった地元の

方との連携というのをどんどん強化して参りたいと、そして、維持管理等に務めて参りた

いというふうに考えております。

あと、危機管理に対する取り組みでございますが、今年、宍喰川の浸水想定図、宍喰川

で先ほど言いました、１／３０で雨が降った時には、まだ河川の整備途中でございますの

で、どうしても溢れる所がございます。そういった溢れる所というのを浸水想定図として

今年度作成いたしまして、地元の方に配っていただいているところでございます。
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それと、地元の町におきましては、洪水だけじゃなくて、津波であるとか、土石流であ

るとかを一つにまとめて、避難経路であるとか、避難場所であるとか、そういったものも

併せて記載した「防災のしおり」というハザードマップも町の方で作成して地元の方に配

っていただいているところでございます。

こういったものは、我々河川管理者としても町と一緒になって、地元の方に周知を徹底

して、情報の共有を図って参りたいというふうに考えております。

以上で説明を終わります。

宍喰川の河川整備の目標としては、非常に宍喰川はきれいな川でございますので 「人、

と自然が共生する きれいな水と豊かな自然環境の川」こういったものを最大の目標とし

て行って参りたいと思います。

終わらせていただきます。ありがとうございました。

【○○委員長】

はい、資料の説明は以上でしょうか。

【事務局】

はい。

【○○委員長】

こちらの、これはそのままでよろしいんですか。

【事務局】

対比表を見て頂いていいですか。

【○○委員長】

はい、お願いします。

【事務局】

失礼いたしました。このＡ３の横長の表をちょっとご覧頂きたいと思います。

今回、修正素案といった事で、前回平成２１年の３月１８日 「第１９回の川づくり委、

」 、 。員会 というのを開催しておりまして この時に各委員の先生方に意見を頂いております

その意見を反映したものが、このＡ３の表にちょっと書かせて頂いております。

この表の見方といたしまして、左が修正前といった事で前回の資料内容、そして右側が

今回の資料の内容というふうになっております。

それと、一番左側の意見とその修正の欄の中で、青色で例えば１ページ目、○○委員、

○○委員の方から『外水と内水を分けて記述する事』といった前回の意見を頂いておりま

すので、今回は記述の内容を変更させて頂いておるところでございます。

開けて頂きまして、２ページにおきましては、前回は土石流の記述というのを書いてお

りました。土石流といったものは、どうしても治山であるとか、砂防であるとか、そうい

ったものの対策といった事で、我々河川管理者として、ちょっとなかなか対応できるもの
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でないといったことで、今回省かせていただいております。

それと、あと既往の洪水、それから地震、こういった被害の既往の被害が書けておりま

せんでしたので、今回は本文の中に表として入れさせて頂いております。

それから３ページに移りまして、写真の変更をちょっとさせて頂いております。

津波地震の対策といった記述の所の写真が老朽化のような写真になっておりましたの

で、補強をする護岸の堤防の写真に変えさせて頂いておるところでございます。

、 、 、 、それと 前回には記述しておりませんでした ヒラテテナガエビとか ヤマトヌマエビ

こういった貴重種が抜けておりましたので、これも追記させて頂いておるところでござい

ます。

それと、前回○○委員の方から『河川の特性をきちんと記述していない』といった表現

がございました。前回、県のレッドデータブックしか書いておりませんでしたので、環境

省の方のレッドデータブックあるいは、レッドリスト、そういったものを再度見直しをい

たしまして、当然重複したものについては修正をかけております。

それと、前回は○○委員の方から『大腸菌群数の数値目標はないのか』といった意見が

ありましたので、これについては目標として基準値というものを追記させていただいてお

ります。

続きまして、第２室戸台風の記述っていうのが前回あったんですが、これについては、

基本的にこの宍喰川につきましては、高潮につきましては、もう対応済みでございます。

第２室戸級の台風がきた場合にも、現在の宍喰川は対応できますので、この記述は問題点

としては省かせていただいております。

それとあと図がありますが、これは流量配分図という図ですが、この書き方を少し変え

させていただいております。

日比原川が途中で入ってきていることによって、４８５トンから５６０トンに途中で増

えることになるんですが、前回の図では解りませんでしたので、今回は途中に日比原川を

付け加えさせていただいております。

あとは、次のページになりますが、○○委員が『馳馬堰の記述がよく分からない』と、

それから○○先生の方から 『河川環境の維持の記述については複断面化を含めた形状が、

望ましい。みお筋は、現況を目標とするのか』といったお話がございました。

そこで、みお筋を目標とするような記述に直させて頂いております。

それと、馳馬堰につきましては、撤去して当然馳馬堰そのものは、農業の取水設備でご

ざいますので、代替施設というのを設置を行うといったような記述に変えさせていただい

ております。

それと、断面図でございますが、前回、○○委員の方から『自然に配慮とあるのにブロ

ック積みはいかがなものか』と、また○○先生の方から『左右岸っていうのは記述した方

が分かりやすいよ』というお話をいただきましたので、図面の方を変更させていただいて

おります。

あと先ほど申しました、その耐震工法ですね、前回は矢板工法であるとか、地盤改良か

といった二つの工法を並べさせて頂いておりますが、今回は、詳細設計を現在もやってお

るところでございますが、大分固まってきましたので、矢板の補強といった形で行って参

りたいというふうに変更させて頂いております。
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あと最後、災害復旧の項目というのがこの前はありましたが、これに対応するのは当然

のことでございますので、ここの記述は今回省いておるところでございます。

それと、浸水想定図ハザードマップの中で説明したように、前回の委員会の時にはまだ

策定してなかったものですから、今後策定するといった記述になっておりましたが、今年

度行いましたので、確定のような表現の方に変えさせて頂いております。

以上で対比表の説明について、終わらせていただきます。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

それでは、今回の宍喰川の河川整備計画修正素案についてのパワーポイントの説明、そ

れから資料の説明をして頂きましたので、皆さん方からこれに関してご意見を頂きたいと

思います。どなたからでも結構でございます。どうぞよろしくお願いします。

【○○委員】

質問でよろしいですか。

【○○委員長】

はい、どうぞ。

【○○委員】

すみません。あの現状をちょっと理解したいのですが…。

、 、 。最初の宍喰川の現況についての説明の所で ２枚目と３枚目ですか パワーポイントの

この河口、二つの河口閉塞の状況がかなり違うんもんですが、年代とこの干潮満潮の関係

を教えて頂きたいのと、それと冬季には河口閉塞という表現があったと思うんですが、夏

、 。には河口閉塞は起こってないんでしょうか ちょっとそこら辺りを教えていただけますか

【事務局】

まず、河口閉塞の話でございます。河口閉塞、やはりあの冬場の水が少なくなった時期

に河口閉塞をするという状況に今まではなっておりまして、夏場のどうしても水量の多い

時期については、していないというふうな状況ではございます。

写真なんですけど、これのタイミングが手元には持ってないんですけども、上空から見

た写真の部分っていうのが３枚目の方の写真、これがちょっと満潮に近い写真なのかなと

いうように思います。

【○○委員】

それは夏ですかね？

【事務局】

夏です。最近です。
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【○○委員】

ああ、そうですか。

【事務局】

はい。５５号から下流を望む…。写真は６月か７月ぐらいの写真です。

【○○委員】

それともう一点、河口閉塞によって、河川の水位が上がって問題になったということは

今まではないわけですよね？

【事務局】

それは今のところ聞いてはいないです。

【○○委員】

冬場だけだから、格別問題はないと言うことですよね？

【事務局】

特には聞いてないです。

【○○委員】

前、あの仁淀川とか、向こうの方でしたっけ、夏場の台風の時に、砂が押し寄せてきて

川の水位が上がってちょっと問題になったとかいうことがあったと思うんですけども、こ

こは問題ないんですか？

【事務局】

それは問題になっておりません。

【○○委員】

はい、分かりました。ありがとうございました。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

お願いします。はいどうぞ、○○先生。

【○○委員】

沢山あるんですけども。

【○○委員長】

どうぞ。
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【○○委員】

まず、地震の津波対策方法の説明で嵩上げを止めて矢板を入れることにしたっていうこ

とは理解出来なかったんですけども、嵩上げっていうのは堰を高く堤防を高くするという

ことですね？

それは、津波が入って来る高さを、この上まで持っていって入りにくくするということ

だと理解したんですけど、それを嵩上げせずに、補強する案で、結局高さは変えなくても

問題ないという判断でこれは行われているかということが一つと、あの対策って全然違う

対策じゃないですか。

もう一つは、この矢板をドカンと入れることは、真水そのものの河川と、汽水域ってい

うのが原因を妨げる場合があるので、汽水域生態系としてはとても大きな影響が及ぼすこ

とがあります。

ここはほとんどが直線化されていて、いい状態では残っていないように見えますけれど

も、その汽水域の真水の流入によっての遮断と対策とのトレードオフというか、その辺を

どう考えられたのかなというのと、そもそも対策そのものの目標が違うように思ったんで

すけども、そこをもう少し説明いただけますか？

【○○委員長】

はい、それでは今の件でよろしくお願いします。

【事務局】

嵩上げにつきましては、先程ちょっと説明不足もあったと思うんですが、まずこの黄色

の層、ここが液状化を起こします。

それで、液状化を起こす事によって堤防が下に崩れるというか、川の方へ流れるという

ふうに崩れるようになります。

堤防の高さが下がってしまうと、津波が押し寄せてきた時にその堤防を超えて、市街地

の方へ水が入っていくといったことが懸念されるところです。

ですから、今の堤防の高さをそのまま保ちますと、津波そのものが防げるんですよね。

防げるだけの高さが今の堤防にはございます。液状化によって堤防が崩れて下がってしま

うといったことが問題なので、一つの対策として、沈んででも高さが満足できるように先

に嵩上げをしておくといったのが先週までの説明でした。

今回の説明といたしましては、下がるのを完全に止めるのは無理なんですけども、矢板

によって押さえることによって沈下量を抑えるということです もう一回言いますと 嵩。 、「

上げ」は下がる分だけ先に盛っておく 「矢板」は下がる量を抑えるといったことで、工、

法として考え方がちょっと違います。

ただ、津波が来た時に高さをどうやって満足してやるかといったところは、当然目標と

しては同じでございます。

それで、嵩上げをやめたという理由というのは、ここを嵩上げすると当然、背後を盛ら

ないといけない。背後を盛るということは、堤防の背後に家がかなり張り付いておりま

すので、家の立ち退きとかそういったものがありますから、いろいろ検討した結果、地元

の方への影響が非常に大きいといったことを考慮して矢板工法の方がいいという判断をし
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て、こういった工法に変えさせていただいたということでございます。

【○○委員】

それは分かりました。全然問題ないです。

矢板ずっと入れたら、地下水の流れ方とは変わらないんですか？

【事務局】

地下水についてはですね ．．．

【○○委員】

特に浅い部分は。

【事務局】

今後、実施にあたっては、検討を行って参りたいというふうには思っておるところでご

ざいます。

【○○委員】

それは、もし凄い水を遮断するということが分かったら、やり方変えられるんですか？

ここは先ほど申し上げたように、干潟そのものがあまり露出していないので、もの凄く

大きな影響はないのかも知れませんけど、○○さんからも話が出ると思いますけれど矢板

を入れることでヨシとかが劣化するということが各地で知られていて、特に汽水性のもの

は、河川から供給される真水に依存するものも沢山いるということもある程度分かってき

ているので、矢板というのはとても最近、生物移動を考える上で心配事の一つなんです。

【○○委員】

周りをコンクリートで固めている所、この部分が矢板なんですよね？そのやる予定とい

うのは。地震津波対策区間のところ、そこの下に矢板を入れるって事ですよね？

【事務局】

そうです。

【○○委員】

事前説明に来られた時に話したんですけど、県南でも本当に場所がない所で、河床とい

うか、河岸の方にも一部も露出している事がないですよね？

全部こう掘削して一様になってて、僕らから見た時にはもうこれ申し訳ないですけど、捨

て区間かなと思ったんです。

あそこはもう水路だなと、あの区間はもう後背地もないしどうにも出来ない、おそらく

河床の断面が取れないんですよね、あそこは。

だから、致し方がないんかなあと思ってる部分ではあるんですよね、実際。植物もちょ

っと難しいし、動物も上へ上がるための、往来するための一時区間だと。
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ただし、さっき○○さんが言われた、その地下水というか、伏流の部分はちょっと気に

してる所が私もございまして、と申しますのは、やっぱり我々が関わった所で、後ろを止

めたが故に夏場に温度が上がって大量に魚が浮いた場合があって、急遽後ろを抜いた事が

あるんです。やっぱり水温上昇というのをこれから考える時に、その地下水になるのか伏

流になるのか、そこらの違いが私はよく分からないんですが、その部分を非常に懸念して

ます。だから、水が減ってる時に、ここの水温が非常に上がって今年なんかもやっぱり高

かったですよね。３０度超えるようなことがあったりすると、魚が浮き出すんですよね。

これは、水質ではなくて、水温が上がって夜間にみんな死んで大騒ぎになって 、そう．．．

いう事が起きないかっていう心配は、ちょっとしました。

だから、その矢板自身に何か、そこに工法はないのかなと ．おっしゃったようにです．．

ね、あるいは、上の部分既設堤防のところを少しですね、その内側から浸み出してくる構

造を間に取り入れるとかですね、そういう事出来ないのかなっていうのは思いました。

徳島の場合、特に県南部はもう防災っていうのが基本になる訳ですけど、それにしても

やっぱり全体としては、防災っていうのは非常に強くて普通こういうのっていうのは、近

自然工法とかですね、そういう生物に優しい言葉がいっぱい出てくるんですけど、やっぱ

りそういうのが無いですよね。その中で、もしこういうなのが出る、どうしてもと言うん

であれば、やっぱりちょっと欲しいかなと、これを後で本当に抜くことになれば大ごとに

なれへんかなって思う訳なんですよ。

【○○委員】

それは，簡単に出来るんじゃないですか？

普通、矢板だったら止水ということで水を溜めるんですけど、これは強度を出すだけだ

から、穴を開けた矢板とか、簡単に作れるんちゃうんですか？

【○○委員】

パイルみたいなんでやると高いんですよね。

【事務局】

構造上、詳細な検討をしてみないといけないんですけど、透水性の矢板というものもあ

りますので…。成立すれば、それを採用するということも今後検討していくと言うことで

す。

【○○委員】

そうですね。

【事務局】

一部、穴が空いているような状態、やり方であれば、多少の水の行き来というものが確

保されますので。

【○○委員】



- 18 -

そうですね。どっかから水を持って行って、例えば今私が言ったような対策で、真水を

もう少し入れるということで、どこかから水路を持って来てボーンと入れたら、ほとんど

そこに色んな生きものが入ったりする、目入りの問題が新しく加わる。

だからやっぱり、地下からの伏流っていうような方式で温度を下げるなり、真水の濃度を

上げるってことを検討するようなところを入れておいて頂きたい。

【事務局】

まさに今、詳細設計の途中でございますので、その中で検討という事でご了解いただけ

たらと思います。

【○○委員長】

まあ、今の問題は今まで言われているように、土木技術の話で使えるものは使っていこ

うみたいな、矢板で穴を開けるとか、杭をたくさん打って固めてしまったら、機能は果た

せますよね？まあそんな事で、検討していただくという事でよろしいでしょうか。

【○○委員】

はい。

【○○委員長】

じゃあ、○○先生、次。

【○○委員】

あの、それに関連するんですけど、基本計画、基本方針とされているのが「人と自然が

共生する きれいな水と豊かな自然環境の川」ですね。

もう何年も前で、あんまり覚えてないですけども、ここはダムがなかったり、基本的に

は良い環境が残っているというのをまず全面に打ち出して、それを川づくりの基本にする

という事で合意された方針なんですけれども、計画になると、環境への記述っていうのが

ほとんど「努力する」で終わっていて、何もしないよとしか書いてないんですが、やっぱ

り基本方針に基づいて、その治水とか利水とかをどう行うかということだと思いますし、

基本的に、この河川に関しては、利水は河川管理者が考える必要がないぐらい安定できて

いるということだと思います。それをしっかり書いて、むしろ治水と洪水・津波対策と、

環境に対しての配慮を河川管理者としてどう行うかというのが基本方針に基づいた計画に

なると思います。

それで「整備計画 、治水の方は大体分かると思いますけども、例えば環境の方の２３」

ページ・ ア」なんかでは、必要に応じて堆積土砂の撤去、河道整正及び樹木伐採を実施「

するというのは、環境目標と照らして、どういう場合であれば、樹木伐採を行うのか。樹

木伐採、目指すべき環境目標とは何かということをやはり記述するべきだと思うんです。

今の状態を守るのか、ここの問題は一つは実は土砂が止まっているということ、沢山あ

る取水堰によって、土砂が止まっていること、でその水の流れだけでなく、土砂の移動も

なるべく自由にできるようにしていくということで、一つの目標として「基本方針」で確
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認されたと私記憶しているんですけども、その土砂の移動によってハビタットそのものが

自由に作らせられるような川づくりを行えるかどうかというのが、一つの目標になるんで

すよねという話をして、一回目のこの計画の時、実は私欠席していたんですけども、それ

を反映しきれていないのかな、と思います。

もう一つ「ウ」のところで、やはり、その河川目標として「重要な区域の設定や保存に

努める」ということは、とても重要なことなんですけれども、行政用語で「努める」って

いうのは「やらない」ってことに等しいと私は理解してますので、まずは設定をすればい

いんじゃないですか？

保全に重要な地域ってどこかってことを明確に示すことが大事だと思いますし、他の川

づくりのモデルにもなると思いますので、出来ればその上で努めるかどうかっていうこと

で情報をまず発信することは予算をそんなに使わずにできるんじゃないかと思いますし、

その分、対策についてはそれを進めながら考えなければならないかと思います。

もう一つは、河川管理者ができることが、殆ど無い川でもあると思います。

それは、農業サイドが持っている堰については、河川管理者が主体的にできないだろう

し、大腸菌の事も河川管理者が何やったって流域住民自体がやれなければ出来ないって事

なので、そこで河川管理者が、この川づくりの一番重要なことは、連携の仕組みをどう作

るかだと思うんです。川づくりの目標として、地域にこの連携の形を残しますという事が

イメージ出来るようなしっかりしたモデル、ビジョンを書き込む方が計画としてはふさわ

しいと思います。

ここの書き方も、他の部分と同じで 「連携に努めます」としか書いてないんですけど、

も、具体的な連携の姿を書ききるべきだと思います。この作り上げたい連携の姿を書きき

るべきだと思いますというのが感想です。

【○○委員長】

はい、今の意見に対して何かございますか？以上でございますか。よろしいですか。

意見を聞いて、これを修正するという事でよろしいですか？はい。

【事務局】

「整備計画」というのは、どうしても県管理の河川を順々に策定していく中で、ある程

度の他の整備計画との整合や書きぶりは、ある程度合わせるということがありますので、

どこまで書き込むかというようなことについては、今後検討という事でお願いします。

【○○委員長】

はい、分かりました。ではお願いします。

、 、 。皆さん意見を聞いて もう一回これを見直してもらって 次のステップになりますので

はい、ありがとうございました。○○委員、よろしいでしょうか？

【○○委員】

はい。
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【○○委員長】

○○委員さん。

【○○委員】

この地域は潜在意識として、津波とか、防災、飲料水に対する危機感が多くの人にある

と思います。特に高齢者などは、防波堤越えの最大津波にどう逃げようっていう常に強迫

観念があると思います。

地域の川づくりは人づくりであり、安全で安心のまちづくりの考えで、地域住民の理解

を深めていく努力を川づくり委員会の名において進めていく。自分達が主体性を持って緊

急避難に備える日々の訓練など、老若男女への啓発活動を既にある各界のさまざまな取り

組みと連携させ、少子高齢化の地域特性を相互協力で乗り越えていく、このような学習に

取り組む。こういう言葉を書き込むのが良いのじゃないのかなと思いました。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。今のは２４ページに係わるような事だと思いますが。

はい、他にございましたらお願いします。はい、どうぞ○○委員。

【○○委員】

２４ページに係ることで感想なのですが、先ほど、事務局の方から、パワーポイントで

総合的な取り組みという所で、これから地域住民とか関係区間と、連携を強化していきた

いということの話を受けたので そういった事を考えてこの２４ページを見てみると 河、 、「

川整備を総合的に行う為に必要なその他の事項」という事で、他の①・②に比べて、なん

か「その他」と言われてしまうと、ちょっとこう意識的にトーンダウンしてしまうような

印象を受けました。

それで中身を見ると、まあ確かに地域住民の方とか、関係機関とかを書かれているんで

すけれども、やはりあの大きく地域住民とか関係機関との連携っていうのを、③の部分で

出しても個人的にはいいんじゃないかなというふうに感じました。

やはり、この河川整備計画、私も専門的な事、分からないんですけれども、その地域に

住んでいる人の命とか、環境を守るっていう事が最終的な大きな目的だと思いますので、

②の危機管理体制の部分については、昨年ハザードマップの作成を行ったという事で、行

動としては行われているんですけれども、今後の課題としては、やはり○○委員さんから

意見があったように曖昧な部分があるので、

例えば、ハザードマップを使って、危機管理の為に住民に講演会、講習会をするとか、

そういったものが何か決まっているとか、すぐに取り組める事があるので、あれば盛り込

んで、この部分の密度を濃くしてもらいたいなということの２点を意見として述べます。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。よろしいでしょうか。

【○○委員】
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すみません。この関連で。

【○○委員長】

はい、関連ですか。

【○○委員】

この関連で、○○さんが言われた、今回の修正素案の一番最後のページ。２４ページな

んですけれども、ここがほんとに文章でさーっと読まれて、それで終わってしまうという

ような感じがあるので…。

例えば、先程の河川の断面が出てくるとかっていうような何か目で見てインパクトがあ

、 、 、るような 少し模式図なども使って こういう形でこういう関連があるんだというような

パッと目で見て分かるような何か仕組みを少し取り入れてもらえると、すごくインパクト

が出てきて、その他でありながらその他でないような形が結構見えてくるので、そういっ

た工夫で、こちらの方を書いていただけたらなというふうに思いました。

【○○委員長】

はい、ありがとうございます。

、 、 、 、はい そうですね 私もさっき冒頭で申しましたが 河川の専門家ではないんですけど

まあこういう所で、やっぱり川づくりの精神とすることを強調して欲しいなと思いますん

で、その他の所で付け足しみたいな、そういうイメージを与える、まあ○○委員の言って

いるようなことだと思うんですが、上手に表題付けていただいた方がいいかも知れません

ね。

よろしくお願いします。他にありましたら、どうぞ。

【○○委員】

私、川にずいぶん切に関わってきましたので、すごく感じたことを申します。

徳島市に住んでいる私としては、宍喰の町に住んでいる住民とは大きな違いがあると思

うんですね。やはり危機感のとらえ方、津波に関する興味っていうのは、すごく大きくお

持ちだと思うんです。

先ほど、４０分かかるっていう、山の方に逃げるのに４０分かかるっていうのは、もう

すでに何度も避難訓練をしてらっしゃるだろうし、私たちみたいに市内に住んでる者より

もずっと身近に感じて、地元の人たちは私たちとは違う意識を持っていると思うんですよ

ね。

それで、一つちょっと気になったのは、ここに文の中に２４ページの②番の最後の「２

２年５月には、洪水に関する情報をあらかじめ住民に知らせることを目的とした水位周知

」 、 、河川に指定した と書いてますでしょ？こんなことは 徳島ではあまり聞いたことがなく

こんな指定 されていませんよね？佐古地区とか 新町川とか ここは宍喰だけですよね？、 、 。

だからそれだけ進んでいると私は考えているんです。すごくよく調査してらっしゃるなっ

て思ってはいるんですが、皆さんがそういうこと知らないのかなと思って、ちょっと心配

しました。
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表を作ったり、絵を入れたら良いって言いますけど、この最終的な目的は、宍喰川に関

することですよね？かなり意識が高いっていう気持ちを持っているので、徳島市内で考え

るよりも絶対に進んでいると思います。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

「洪水に関する情報をあらかじめ住民に知らせることを目的とした水位周知河川に指定

した」ということは、住民にも知らせているんですか？

【事務局】

水防法の決まりの中で定められております。

県南では、宍喰川。あと園瀬川とか飯尾川も指定しております。主に過去に大きな被害

を受けた河川について、順次、水位周知河川として指定しております。

これは、どういったものかと言いますと、避難判断水位とか水防団待機水位とかをあら

かじめ決めておいて、その水位に達すれば、その情報を市町村に伝えます。

それに基づいて、例えばその活動の準備を始めたり、住民への周知を始めたりというよ

うなことで、水位がそれぞれ段階的に上がったり下がったりする情報をお知らせする、そ

ういう河川だよということで指定しています。

当然、その雨量観測ができる所であったり、水位観測ができるような河川が指定の大前

提になるんですけども、それで宍喰川が最近指定ができたということです。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。他にご意見をよろしくお願いします。

【○○委員】

できれば、徳島市というか、全部に指定して欲しいです。

【○○委員長】

はい。

【事務局】

現在、徳島県ではですね、こういった水位周知河川というのは１５河川。

さっきも申しました通り、主に堤防であるとか、その割と流域面積の広い所っていう格

好で指定しております。

徳島市内でいいますと、鮎喰川であるとか、園瀬川であるとか、そういった川ですね。

さっき言ったように飯尾川、江川とか。そういった大きな川を中心にしております。

一応、今は１５河川という所なんですけども、今後まあ状況を見ながら、またそういっ

た拡大っていうような方向もまた将来はあるんかなと考えております。

【○○委員長】
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はい、ありがとうございました。

はい、その他よろしくお願いします。はいどうぞ。

【○○委員】

資料が沢山ありすぎて探すのが大変なんですけど、

これから工事を進めていくという事で、矢板を入れる。一番上流部分っていう…。

【○○委員長】

下流ですね。

【○○委員】

下流？下流はもう決定？あっそうですか。一番海に近いってとこですね？

【○○委員長】

そうです、海に近いとこです。

【○○委員】

河口の…

【○○委員長】

海に近いです。市街地のね。

【○○委員】

津波に対する…

【○○委員長】

そうです。

【○○委員】

、 。それは 液状化するってそれは川の底のこと？川の底の部分が液状化するということ…

そこに矢板を入れると…。

【事務局】

硬い所まで入れます。

【○○委員】

そうしたら、どうしても水とかがなくなってしまうって話なんですよね？

【○○委員長】

はい、そうです。
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【○○委員】

分かりました。上流だったら大変な事だったと心配しましたけど。

新町川もですね、私２０年ほど係わってきましたけど、この間、水温を測ったらなんと

３０度以上あったんです。魚が心配になってきました。

【○○委員長】

ああ、水温ですね。最近暑いですからね。はい。

【○○委員】

県南の川も変わってきましたね。 魚類、いわゆる昔は川の中だけで一生送って生活す

る魚が急激に減ってるような感じがします。当然なんですけどそれは。

だから、水温下げるのは大事なんでしょうね。

【○○委員長】

はい、その他ご意見ございましたらどうぞ。はい、○○先生。

【○○委員】

非常に細かい事と３点ばかり。

一番最初の修正素案。修正素案の１ページの一番下です。

「 。」 。 、昔ながらの暮らしが多く残っている というところ 川の利用だけだと思いますので

「河川昔ながらの暮らし」って言う所を 「昔ながらの河川空間の利用」という形の方が、

いいんじゃないかと思います。

２点目は、整備計画は２０年間というとこで、その雨計画洪水雨量は過去平成１０年で

すかね？

それに関して、排水機場のあれが２２ページ。排水ポンプ場、これはまず既存の物です

か？新規の物ですか？

【事務局】

既存です。

【○○委員】

既存の？毎分何トンとか、そういう数字を入れといて頂いた方が…。

で、最後のになりますけども、平成１０年洪水ので、この場合は災害事態例が３ページの

所に表入れていただいたんで、平成１０年５月の洪水原因の所が、外水と内水になってお

りますね。外水は堤防整備と堰を撤去するという考え方っていう事ですけども、残りのそ

の内水ですね、内水この堤防完成前後でも大丈夫なのかどうか？そのような所、説明がな

かったようなものですから。新規のやつ排水機場または増設が必要じゃないのか？その辺

のところ、教えて下さい。
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【事務局】

内水につきましてはですね、平成１０年の大雨以降もですね、まあ１４、１８と受けて

おりますが、実は日比原といってですね、ごめんなさい、ずーっと大体この辺になるんで

すけども、こことかですね、それから宍喰浦。この辺について、排水機場っていうのをま

あ小さいポンプですが、新たに設置している事実もございます。

そういった事で、内水については基本的にはまあ今の現状…。まあそういったポンプ等

も増やしていってるといった事で、対策も行っているところなんで、今後も見ながらです

ね、大きな被害があれば当然そういったポンプもまた増設といった事もあろうかと思いま

すが、現状においては、今の施設で維持管理を行っていってですね、やって参りたいとい

うふうに考えておる所でございます。

【○○委員】

あの、整備計画じゃないんですか？

で、答えはちょっと整備計画そういうの見ながらやるっていうのは整備計画ではないと

思うんですけど…。

、 。 。目標としては やっぱり数値を入れるべきだと思うんですよね 数値はいくらかって…

後はその、対応的な部分は…そういうのは当然あるでしょ。ちょっとそういう言い方はま

あ…。

あの本委員会の事前に説明して頂いた時、そういうのはお聞きしましたですけど、ちょ

っとやっぱりその書き方がですね、ちょっとその辺、ごまかしているような感じがしてし

ょうがないです。

【事務局】

現在の所ですね、当然その内水被害っていうのは県内各地で起こっているわけでして、

この宍喰川がですね、早急にこの内水被害をどう対策すべき被害をっていう所までで，対

、 、応できるものではないのかなという今の事実で認識で 今後の状況を見ながらというのは

その整備計画の見直しっていう所に繋がっていくんだと思うんですけど、当然内水被害へ

の対策を必要となるような場合であれば、内容を見直して、反映させていくって動きにな

るのかなと思っております。

【○○委員】

整備計画２０年間、整備計画っていうのは、例えば５年ごとに見直すとかそういう事は

あるんですか？

【事務局】

何年ごとというものはありません。

【○○委員】

適宜はあるんですか？
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【事務局】

必要に応じてということになります。

【○○委員】

いや、初めてあのお聞きしましたですけど。

国交省のあれとか今までいろんな整備計画とかお聞きしましたけど、そういうのは何故

そんな随時…。 初めてですね。２０年間のやっぱり目標ですから、目標がコロコロ…。

、 。具体的には 排水機場の数値そういうの変えるべきではないと私は思ったんですけどね

これはまあ意見ですから。

【○○委員長】

はい、今の議論に関して○○先生の意見もありましたけど、目標っていうのは出来るだ

けこう明確にして、それに対してどうアクション取るかっていうのを第一にですね、なか

なかですね、それで出来ないのがいっぱいあると思うんですが、まあ出来る範囲で決めて

頂くと○○先生の意見も反映されるんではないのかと思います。

２０年間っていうのは、感覚的に私は計画づくりの仕事してますから長いですよね。

それで、世の中もどんどん変わりますので、社会的にも自然的にも。

なかなかそう２０年後の目標って…、まあ勿論、現状に対してつくっていうのがこれは傾

向ですから、非常に大事なことですけど、その例えば５年ごとに見直すとかですね、それ

。 、はありと思うんですけどね やるたびに見直すってどうも違うなって気もするんですけど

やっぱり計画っていうのは目標があって、それに対してどうするかっていうのが精神でし

て、目標があって現状でできるんだったらね、現状でいけますって書いたら…。 そのさ

っきの内水の問題も調査したら、これはもう新たにかぶせる必要はないって言ったらそれ

は助かりますよね。やっぱりそれが計画なんで。まあその辺、調べられる範囲で書いて頂

いたらと思います。

はい、他にございましたらお願いします。はい、どうぞ。

【○○委員】

この個別の話もそうなんですけど、今話しとかも聞いてるとですね、やっぱり河川、県

全体の河川の中で環境重視の部分もあるし、治水の重視の部分もあるし、メタ計画がある

と思うんですっていうか、ないのかもしれないですけども。

河川全体、徳島県全体の河川の特徴を踏まえたおおまかな上位プランっていうかがあっ

て、そういうプランに基づいて、その河川の「基本方針」を進めていきたいっていう提案

があったら、こう進めやすいのかなって今は話の中で聞きながら思いました。

やっぱり個別によると全てを表現…。同じように他の河川と同じようにやらなきゃとい

、 、うようになるんですけども 今の県の財政を踏まえて書ききれないこともよく解りますし

書いてもらったら困るということも住民の視点あるし、そういう税金の適当な配分の仕方

って県の行政が考えるべき仕事だと思いますけども、それが納税者が解るような仕組みを

作っていただきたいと思います。
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【○○委員長】

はい、これも計画をつくる時の精神論みたいなものですよね。

どうぞよろしくお願いします。はい、他にないですか。

【○○委員】

おかしいですね。やっぱりこれ縦割り組織だから、ここまでしかできんっていう、水質

の部分とか、例えばここ農業の堰ばっかりですよね？だから農業を管轄する部分が出てこ

ない限り、やっぱりその環境の部分できないですよね？下は勿論、下水道の部分になりま

すので例えば書きようとしては、河川の…。このくらいまでかなと思う…。

やっぱりこれ、委員会の持ちよう、計画の立て方とかよく考えていかなあかんと思いま

すね。この中の目的だけじゃないんですけど。これでは総合計画にはならなくて、もうほ

んとに工事を自分の所掌範囲でどうするかだけのものになりますから。

ちょっと時代遅れの感じがしますね、ハッキリ言うて…。はい、じゃすみません。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

【○○河川局長】

ちょっとよろしいでしょうか。私は別に河川のプロというんじゃない訳ですけれども、

先程から委員の皆さんのご意見をいろいろお聞きしてですね、やはりこの先程の２４ペー

ジのところの記載一つにしてもね、やっぱりその県庁自身が今、従来の縦割り行政からで

すね、出来るだけ部局横断的に対応をやっていこうという大きな流れの中で言えばね、そ

ういう観点から言えば私も技術のプロではないんですけども河川局長というのを務めさせ

、 、 、ていただいておりますし そういう意味からすれば 例えば先ほどの２４ページの記述で

一番県庁で大きな役割を果たすんであったら、おそらく危機管理部。要するに、その危機

管理部のそのいわゆる、僕らが作るのは浸水予測図であったりとかですね、ハザードマッ

プ的なもんなんですけれども、それを実際運用するのは市町村の多分、危機管理部の部局

であり、県としてもやっぱり危機管理部というのは中心的にこの役割を果たしていくんだ

ろうなあと。

ただ、先ほども縦割り行政言われてますけども、これはあくまで河川整備計画っていう

事で、これも、縦割りの弊害かも分かりませんけれども、多分この原案作りの中には、国

土交通省のご意見っていうのもですね、一つの河川整備計画として認知していく以上は、

やっぱりそのこの国土交通省のやっぱりチェックも入るというような中で、記述として非

常に不十分な部分っていうのもあろうかと思いますけれども、時代遅れという事もござい

ますので、色々、いろんな他部局の巻き込んで的な部分も限界があろうかと思いますけれ

ども、記述上の工夫とかいうのはですね、すべき時代にきてるのかなあというふうに、こ

れは私の感想でございます。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。まあ是非そうですね、その方向で頑張りたいと思いま



- 28 -

す。はい、ご意見よろしいでしょうか。はいどうぞ、○○先生。

【○○委員】

治水の面でちょっと気になるところがあって。

馳馬堰の撤去という大きな事業がありまして、これは２．５ｍでしたっけ？高さ。あの撤

去というものは２．５ｍ下げるっていう事でよろしいんですか？

という事で、後の実施メニューの所の…。あと、点検を。とかいう言葉ありますけど、

一気に２．５ｍ下げるという事は、また河床変動について、まあ上流もですけど下流も河

床変動かなり影響があると思いますので、十分注意してなさって頂きたいと思います。

以上です。

【○○委員長】

はい、ありがとうございました。

はい、じゃ宜しくお願いします。他にいかがでしょうか。

【○○委員】

馳馬堰の下の三堰ある内のその二つ。一部撤去っていうのは、ちょっとその時もお話聞

いたと、前にも聞いたと思うんですが、どういう状況になるんですか？

【事務局】

馳馬堰の下流にある中角堰、それから松本堰については、どちらも元々農業用の堰であ

るんですけども、代替施設のポンプですね、ポンプによる取水を行っておりますので、現

在この堰としての機能はなくなっているということです。

【○○委員】

それじゃ、もうすでに今は一部、撤去されているんですね？

空いた状態で通っているっていうことですよね？

【事務局】

そうです。そうです。

【○○委員長】

はい、よろしいでしょうか。そうしましたら皆さんご意見よろしいでしょうか。

今日は 「宍喰川の河川整備計画修正素案」に対して沢山のご意見を頂きました。今後、

のプロセスも含めて、スライドの２枚目を見せてくれますか？

今日ですね、皆さんに沢山意見を頂きましたので、これからですが、ご意見に対して、

事務局の方で対応して頂いて、一回、私に見せていただいた後ですね、委員の皆さんにそ

れをフィードバックしてご報告させて頂きます。

その後、それに基づいて住民説明、それから地元の役所との協議を行います。

で、それでまた意見を出していただき、その後また、もう一回ここで議論をしていただ
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きます。

それで、この「河川整備計画案」の策定においては、まだステップが大分あります。ま

あ道半ばですが、そのご意見を反映した形で、作業を進めていきたいという、そういう流

れでございます。

ということで、今のような事に関しては事務局に整理していただいて、私が見て、皆さ

んに報告という格好でよろしいでしょうか。それでは、その手順でいきたいと思います。

それでは次に、２番目の「その他」の議題につきまして、事務局から説明をお願いした

いと思います。よろしくお願いします。

【事務局】

はい、事務局からですね、２点ほど説明させて頂きます。

一つは今、委員長の方からもお話がありました、今後のスケジュールでございます。

今回のご審議頂いた内容を踏まえて、内容を整理した上で、今後その地元の住民の方に

意見を反映させるという事で、役場とも協議した結果、関係の住民に対して、アンケート

を取ろうという事になっております。アンケートの中身につきましては、改めまして委員

の皆様方に内容について見ていただこうかなあと思っていますので、このような流れで進

めていきたいということが、一点でございます。

あと、もう一点ですが、次回の委員会についてです。

前回の委員会でですね、この宍喰川の整備計画の素案と、もう一つ立江川の基本方針とい

うことで立江川の基本方針の方については無事に成案という形になっております。

基本方針に続く、今度は整備計画ですね。立江川の整備計画の案につきまして、次回の

委員会でご審議頂こうかなと考えております。

時期につきましては、現在のところ、大体１１月頃を目処に開催をしたい考えておりま

、 、 。すので また事前にご説明なりご案内させて頂きますので どうか宜しくお願い致します

【○○委員長】

はい、それでは、ただいまの説明につきまして…。もう一点ありますか。

【事務局】

もう一点なんですけど。

【○○委員長】

はい、どうぞ。

【事務局】

今、前のパワーポイントの中にあります、今回３回目の委員会。

これにつきましては改めてですね、こう集まっていただくというよりも、皆様に持ち回

りでご説明させて頂く方がいいのかな。というような事でですね、そのような形を取らさ

せていただこうかなと。今のところは考えておりますので、その点も併せてご了解頂けれ

ばと思います。
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【○○委員長】

分かりました。時期的にはどれぐらいになるんですか？

大体予想で。１１月よりもっと以降ですか？今年中ぐらい？

【事務局】

そうですね。予定として。

【○○委員長】

はい、じゃああの準備が整ったら。

宍喰の方は、もう持ち回りで説明と。１１月は立江川。

【事務局】

立江川の方については、１１月を目処に、またご案内させて頂きます。

【○○委員長】

はい、分かりました。ありがとうございました。他に皆さんご質問ございましたら、よ

ろしいですか。

、 、 。はい それではですね 本日予定をしておりました議題の方はこれで全て終了しました

という事で、私初めてでございまして、不手際が大分ありましたが、お許し頂いて、これ

であと進行を事務局の方にお返しします。どうかよろしくお願いします。

【事務局：司会】

どうも長い間、ご討論ありがとうございました。

今日頂いたご意見を整理致しまして、また改めて事務を進めてまいりたいというふうに

考えております。

最後に河川整備課長の方から閉会に当たりまして、一言お礼を申し上げます。

【○○河川整備課長】

河川整備課長の○○でございます。

本日は 「宍喰川河川整備計画の修正素案」という事で、大変長時間にわたりまして、、

ご審議を賜りまして本当にありがとうございました。

また、○○委員長さんにおかれましては、スムーズな議事進行、大変ありがとうござい

ました。

委員の皆様方から大変貴重なご意見・ご提案をいただきまして、しっかりと検討致しま

して、この河川整備計画に十分に反映させていただいた上で、再度ご説明をさせていただ

きたいというふうに考えております。

委員の皆様におかれましては、今後とも本県の河川行政の推進にあたりまして、ご理解

とご協力を宜しくお願い申し上げまして、本日の御礼の言葉とさせていただきます。

本日は、本当にありがとうございました。お疲れ様でございました。
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【事務局：司会】

、 「 」 。それでは これでですね 第２０回とくしま川づくり委員会 を閉会したいと思います

どうも、ありがとうございました。

【事務局】

ありがとうございました。


