第4回 天神川河川整備懇談会

資 料－3-1

天神川水系河川整備計画（原案）に対する
住民意見 及び 第３回懇談会意見への対応

平成 20 年 10月

中国地方整備局

倉吉河川国道事務所

関係住民の意見把握
意見把握の方法と実施状況等
方 法

住民説明会

実施期間

実施場所

備 考

H20.3.11

倉吉市未来中心

地元住民13名出席

H20.3.12

倉吉市関金総合文化センター

地元住民3名出席

H20.3.13

三朝町総合文化ホール

地元住民19名出席

H20.3.14

北条農村環境改善センター

地元住民18名出席

H20.3.21

湯梨浜町 田後地区公民館

地元住民16名出席

原案縦覧

H20.3.10
～H20.3.24

８箇所で縦覧（倉吉市役所、関金支所、三朝
町・湯梨浜町・北栄町役場、国土交通省倉吉
意見箱や郵送でアンケート10通回収
河川国道事務所、同天神川出張所、国土交通
省中国地方整備局情報公開室）

ホームページ

H20.3.10
～H20.3.24

倉吉河川国道事務所の
ホームページに掲載

原案概要書の
H20.3.8配布
天神川流域市町内の新聞折込
配布
H20.3.24までに投函 として約2万2千部配布

メールでアンケート2通回収
折込添付のハガキアンケート29通回収

*)住民説明会では、質疑応答形式で意見聴取
*)アンケート意見は、合計４１通 回収

住民説明会の実施状況(
住民説明会の実施状況(北条農村環境改善センター)
北条農村環境改善センター)

住民説明会の実施状況(
住民説明会の実施状況(倉吉市未来中心)
倉吉市未来中心)
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アンケート回答者（４１名）による全体的な河川整備計画への賛否
アンケート意見から河川整備計画への賛否をみると次の通りとなり、９割近い方から
賛意を得ています。
・アンケートでは３つの項目に対して回答
・回答内容から、相対的な賛否を判断
アンケート回答者等41名による河川整備計画への「賛否」
回答者数

賛意

否定

その他
（分類不能）

41

35

1

5

その他
（分類不能）
12%
否定
2%

賛意
86%

2

アンケート回答者（４１名）による項目別の河川整備計画への賛否
皆様からハガキやメール、ご意見箱の回答用紙等にお寄せ頂いた意見のうち、項目別の整備の内容に関する
賛否の割合をまとめると、以下の通りとなります。
整備計画全般
分類
不可
0% 0名

否定
14%
1名

河川環境に関する事項

治水に関する事項
否定
0%

分類
不可
0% 0名

0名

賛成
賛成
86%

分類
不可

10名

0名

賛成
否定
分類
不可

賛成
賛成
100%
28名

否定
分類
不可

21名

その他の事項

分類
不可
0%

0名

9名

賛成
95%

否定

否定
0%

0名

賛成
100%

賛成

維持管理に関する事項

分類
不可
0%

否定
0%

賛成
100%

分類
不可

河川利用に関する事項

1名

賛成

否定

6名

分類
不可
0% 0名

否定
5%

分類
不可
42%

賛成
54%

10名

賛成
否定

否定
分類
不可

否定
4%

13名

分類
不可

1名

注）回答者数は41名であるが、質問項目が3項目あること、必ずしも全ての項目に回答していない者もいることから、
合計数は100件であり、123件（=41×3）には一致しない。
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アンケート回答者、住民説明会での主な意見の一部（１／２）
項目

細項目

住民説明会・アンケート
からの主な意見

意見への対応

整備計画
賛同的意見
全般

目標、主な内容ともに賛成であり、計画に
沿って、積極的に整備に努められたい。

地域の安全・安心のため、河川環境に配慮しつつ、早期の整備目標達成に努め
ます。

整備計画
反対的意見
全般

【対応】本文P32に「川づくりにあたっての基本理念を実現するため、豊かな自然
反対です。どこか一ヶ所を工事されると、川 が織りなす良好な河川景観、清らかな水の流れの保全を図るとともに、多様な動
の流れが悪くなる所ができると思います。樹 植物が生息・生育する天神川の豊かな自然環境を次代に引き継ぐように努めま
林化も進み、洪水も防げないと思う。
す。」と記載しているとおり、河川全体の治水の安全度を考えながら治水・利水・
環境とのバランスの取れた整備を進めていきます。

治水

立木等の伐採を進める等して洪水を早く海に
流すことが必要なのではないか。洪水を早く
洪水対策の推進
流せるような安全な川づくりを目指して欲し
い。

【対応】本文P29に「洪水による災害発生の防止及び軽減に関しては、『安心・安
全な川づくり』を目指すため、戦後最大洪水である昭和34年伊勢湾台風洪水と同
規模の洪水が発生しても計画高水位以下で安全に流すことを目標とします。」と
記載しているとおり、治水対策を推進していきます。

治水

堤防の質的整備 堤防の安全性の確認も必要である。

【対応】本文P54～55に本計画における「堤防の質的強化」区間を示しており、優
先度の高い区間から順次質的に脆弱な堤防の補強を図っていきます。

鳥や動物が中州には住んでいるので、卵や 【対応】本文P40の「河床掘削（樹木伐開含む）」の項において「実施にあたって
河川環境 自然環境への配慮ひなを育てる時期をはずして工事を行う様に は、河川の自然の営みと治水対策の調和を図りつつ、自然環境の保全に努めま
して欲しい。
す。」と記載しており、河川環境の保全に十分配慮して整備計画を進めます。

河川環境

魚の上りやすい
アユが上れるようにして欲しい
川づくり

河川環境 水質保全

【対応】本文P32の「動植物の生息・生育・繁殖環境の保全」の項に「取水堰等の
横断工作物については、その管理者との協議を踏まえ、重要な水産資源である
アユやヤマメ（サクラマス）等回遊性魚類の遡上降下環境の改善を目指します。」
また、P58に「天神川を『魚ののぼりやすい川』とするため、堰堤の魚道整備等が
堤案されている鳥取県のアユ資源回復プランとの整合を考慮し、魚類等の遡上
や降下に与える横断工作物の影響の把握に努め、堰の管理者や関係機関と連
携してそれらの移動環境の向上に取り組みます。」と記載しており、管理者や関
係機関と連携して横断工作物における魚類等の移動環境の向上に取り組みま
す。

【対応】本文P70に「水質の保全にあたっては、定期的に水質観測を行い状況を
清澄な水質を保っていけるようこれからも頑
把握するとともに、関係機関等と連携を図り、多様な視点で良好な現況水質の維
張ってください。
持に努めます。」と記載しており、良好な水質の確保に努めます。
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アンケート回答者、住民説明会での主な意見の一部（２／２）
項目

細項目

住民説明会・アンケート
からの主な意見

意見への対応

【対応】本文P33の「人と河川のふれあいの場の創出」の項目において「住民参加
水泳のできる川、やすらぎのある川の創出を と地域連携等地元主体となる川づくりを支援し、地域の活性化に寄与でき、豊か
河川利用 親水空間の整備
希望します。
な暮らしを支える川づくりを実施することにより、より多くの人が川に向き、より親
しめる川づくりを目指します。」と記載しており、親水空間の整備に努めます。

河川利用 水辺の楽校

【対応】本文P71に「水辺の楽校は、地域住民の憩いの場や自然体験学習の場と
して利用されており、引き続きこれらの機能の確保及び、環境学習等の利用を促
進する必要があります。このため、関係自治体等との連携を図りながら、地域住
水辺の学校を今以上に活性化にするように、
民と河川管理者が協働して維持管理活動を実施したり、子どもたちの水生生物
看板を拡大する等、昔以上に水辺の学校を
や水質調査の場としての利用促進を図れるよう情報提供や安全性の確保に努め
楽しんでもらいたいものです。
ます。」と記載しており、引き続き水辺の楽校の利活用を推進していきます。
また、事務所HPでは、「水辺の楽校」の紹介ページを充実させていきます。

維持管理 樹木伐開

立木等の伐採を進める等して洪水を早く海に
流すことが必要なのではないか。洪水を早く
流せるような安全な川づくりを目指して欲し
い。

維持管理 礫河原の再生

河原が見えるような、天神川が本来持ってい
るような姿を目指す川づくりを進めて欲しい。

維持管理 情報提供

【対応】本文P61～62に「河道内樹木の管理」として「河道内樹木の繁茂状況を随
時把握するとともに、洪水の安全な流下や河川巡視に支障とならないよう、また、
良好な河川景観の維持や防犯上の観点からも、動植物の繁殖期等の生活史を
考慮し、影響の小さい時期に伐開します。また、段階的な伐開や当該樹木の貴重
性を配慮し、治水上問題でない程度の選択伐開等の必要な保全措置を行い、伐
開箇所の生物の生息・生育・繁殖環境に配慮します。」と記載しており、適切に樹
木伐開を進めていきます。
【対応】本文P57に「自然再生への取り組み」として、「河道内の樹林化を抑制し、
天神川水系の河川を、昔の礫河原が多く見られ、多様な動植物が生息・生育して
いた空間へ回復することを目指します。」と記載しており天神川の礫河原の再生
に努めます。

また、礫河原への再生は、維持管理コストの縮減にも寄与します。
【対応】本文P64に「水防体制」として、「様々な情報を共有する体制の確立に努め
ます。」、P65に「5) 洪水予報、水位到達情報、水防警報」として、「情報伝達訓
天神川は県境から海までの距離が短いた
練、重要水防箇所、河川情報の説明等を行い防災・減災活動の支援をしま
め、県境で集中豪雨が発生すれば危険な状 す。」、さらにP67に「洪水ハザードマップの作成支援」に「洪水ハザードマップの作
況も想定される。その対応方法と住民への周 成・公表に対し、引き続き支援・協力を行います。」「洪水ハザードマップを活用し
知方法を検討すべきではないか。
た防災訓練、防災計画検討等の取り組みに対し必要な支援・協力を行います。」
と記載しているとおり、これからも洪水時及びそれに備えた情報提供を進めてい
きます。
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第３回懇談会意見に対する対応（１）
委員会
発言者

意見聴取
方法

道上委員長

懇談会

委員会
発言者

意見聴取
方法

山崎委員

國本委員

懇談会

懇談会

項目

細項目

懇談会委員意見

懇談会開催時における
事務局対応

整備計画（原案）への反映等

20～30年間を考えており、実施に当
【対応】本文P28に「本計画の対象
整備計画の当面の目標は、ど たっては、学識者や専門家、住民の
河川整備計画の
期間は、概ね30年間とします。」と
整備計画全般
れぐらいの期間を想定している 了解を得たものについて、20～30年
対象期間
記載しているとおり、30年間の整
のか。
ずつ具体的に進めていこうというの
備メニューを定めたものです。
が整備計画の趣旨である。

懇談会開催時における
事務局対応

整備計画（原案）への反映等

利水

北条砂丘用水は、昭和30年ごろ
の完成当時の農地の半分もな
農業用水の取水
い状態であるが、取水量は変
わっていない。

北条砂丘かんがい用水堰は許可水
北条砂丘かんがい用水堰は許可水
利権であり，現在も水利権申請の調
利権であり、今も河川協議をやって
整を行っている。
いる。河川管理者としてしっかり
河川管理者として，適正な水利用を
チェックし、夜使っていない、冬使っ
指導するとともに、今後も引き続きご
ていないならば用水を減らしてもい
協力をお願いしていく。
いですねという指導はしている。

【対応】本文P68に「渇水への対
応」として「既存の『天神川渇水調
整協議会』や『天神川渇水情報交
換会』等を活用する等して情報を
共有し、渇水時に迅速な対応がで
きる体制の充実を図ります。水利
用や生態系を保全するために必
要な流量の確保が困難になった
場合には、渇水調整の円滑化の
ために関係機関への働きかけや
利水者間の調整を図るとともに、
地元自治体が行う地域住民に対
する水の再利用や節水等の呼び
かけへの協力等、流域全体での
取り組みに努めます。」と記載して
おり、渇水時には迅速な対応を図
ります。

利水

地下水（井戸）の水質が悪くなっ
ている。天神川の水量に比べ
て、井戸水が最近少なくなって
きており、雨もそんなに昔と違う
と思われないが、どこかで取ら
れて減っているのかと思う。

川の水位と提内地の地下水位と
は、田んぼに水を張ることによって
増えるというのが、沖積平野の特徴
である。夏と冬で1mくらいは変わ
る。冬のほうが、地下水の水位が低
くなる。田んぼに水を張らなくなった
ことも可能性として考えられる。（道
上委員長）

－

項目

細項目

地下水利用

懇談会委員意見
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第３回懇談会意見に対する対応（２）
委員会
発言者

國本委員

意見聴取
方法

懇談会

項目

河川環境

細項目

懇談会委員意見

本文P32の整備の目標に関し
て、ここはカジカガエルがオタマ
自然環境への配 ジャクシからいるので、整備する
慮、保全
ときに水のあるところに影響が
いかないようするにということが
大切。

懇談会開催時における
事務局対応

－

整備計画（原案）への反映等
【対応】本文P32の「動植物の生
息・生育・繁殖環境の保全」の項
に「動植物の生息地・生育・繁殖
地の保全については、みお筋の固
定化やそれに伴う樹林化の進行
により河道内が単調化しているた
め、動植物の多様性を保全してい
く必要があります。よって、自然の
営力を利用しつつ、かつて天神川
水系が有していた礫河原を再生す
ることによって、本来の河川環境
を回復することを目指します。」と
記載しておりますとおり、河川環境
の保全に十分配慮して整備計画
を進めます。
【対応】本文P40の「河床掘削（樹
木伐開含む）」の項において「実施
にあたっては、河川の自然の営み
と治水対策の調和を図りつつ、自
然環境の保全に努めます。」と記
載しており、河川環境の保全に十
分配慮して整備計画を進めます。

安藤委員

懇談会

河川環境

【対応】本文P32の「動植物の生
息・生育・繁殖環境の保全」の項
に「取水堰等の横断工作物につい
ては、その管理者との協議を踏ま
え、重要な水産資源であるアユや
天神川では、ほとんどの堰が農業 ヤマメ（サクラマス）等回遊性魚類
用水の取水堰であり、利水者と協 の遡上降下環境の改善を目指し
水生動物の移動という観点で
議・役割分担しながら改修していこ ます。」
は、今のところ、魚道を工夫しな うと考えている。（事務局）
また、P58に「天神川を『魚ののぼ
魚ののぼりやす
がらという文言しか書いていな 利水は農水関係、河川管理者のほ りやすい川』とするため、堰堤の魚
い川づくり
いが、実際に施工する際は考え うは治水や河川環境という観点か 道整備等が堤案されている鳥取
て欲しい。
ら、河川管理者はどうあるべきかと 県のアユ資源回復プランとの整合
いうことを横断構造物について協議 を考慮し、魚類等の遡上や降下に
しないといけない。（道上委員長）
与える横断工作物の影響の把握
に努め、堰の管理者や関係機関と
連携してそれらの移動環境の向
上に取り組みます。」と記載してお
り、横断工作物における魚類等の
移動環境の向上に取り組みます。
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第３回懇談会意見に対する対応（３）
委員会
発言者

國本委員

山崎委員

意見聴取
方法

懇談会

懇談会

項目

河川環境

河川環境

細項目

水質（調査）

水質（塩化物）

國本委員

懇談会

河川環境

生息種の表記

國本委員

懇談会

河川環境

生息種の表記

懇談会委員意見

水質調査は標準的には年間12
回行うとあるが、時期を決めて
行っているのか。降雨の有無に
よって水質に差が出ると思うの
だが。今の方法では、水質は良
い方で測定されるのではない
か。

流域内に塩化物散布の規制が
なく、川の石にコケが生えなく
なっているところがある。

懇談会開催時における
事務局対応

整備計画（原案）への反映等

基本的には毎月1回、1年で12回行
う。平常時の水質把握という主旨で
行っているので、洪水時には濁りが
出たりということがあるので、予定し
ていても天候によっては中止して、
雨が上がって水が澄んできれいなと
きに調査している。通常の水質状況
の把握ということで水量変動がない
ときをねらって調査しているもので
ある。

【対応】本文P70に「水質の保全に
あたっては、定期的に水質観測を
行い状況を把握するとともに、関
係機関等と連携を図り、多様な視
点で良好な現況水質の維持に努
めます。なお、水質観測は、河川
水の適正な管理を行うために、主
要地点において、標準的には年間
12回（月当たり１回）調査します。
また、河川の水質を多様な視点か
ら総合的に評価するため、新しい
水質指標を設け『人と河川の豊か
なふれあいの確保』や『豊かな生
態系の確保』の視点から地域の
方々と協働で調査を実施します。」
と記載しており、水質の調査を継
続して実施します。

－

流水中の塩化物イオンについて
は、平成19年度の天神川水系で
の測定結果は、いずれの地点でも
10～15mg/l程度で水道水質基準
の200mg/lを大きく下回っておりま
すが、因果関係については現在
のところ不明です。

アマゴは鳥取県の外来種検討
【反映】指摘に基づき本文P16にあ
委員会で移入種として問題に
る「ヤマメやアマゴ等の渓流魚も
なっており、遺伝子攪乱を招くの
整備計画を最終的に策定する際に 生息」を「ヤマメやタカハヤ等の渓
で駆除をしないといけない魚で
再考したい。
流魚も生息」に変更し、写真もアマ
あるが、本文の16ページの表記
ゴのものをタカハヤに差し替えま
では、良い魚という印象を受け
す。
てしまう。
カジカガエル（両生類）とカジカ
（魚類）の表現が紛らわしい。よ
【反映】指摘に基づき本文P16に
く混同されるので、事務局には
表現について再考したい。
「・・・カジカガエルやその幼生が生
留意して欲しい。カジカガエルの
息しています。」を追記します。
幼生やオタマジャクシも記載して
欲しい。
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第３回懇談会意見に対する対応（４）
委員会
発言者

意見聴取
方法

項目

國本委員

懇談会

維持管理

森本委員

懇談会

維持管理

國本委員

懇談会

維持管理

細項目

懇談会委員意見

懇談会開催時における
事務局対応

天神川では、毎年4月、5月に堤防
総点検で職員が実際に堤防を歩い
て調査するが、モグラの穴がかなり
あった。堤防点検を行う際には穴の
堤防に穴を開けるネズミが多い あいているところを調査したい。（事
ようであるが、水辺の国勢調査 務局）
で調べたことはあるか。ネズミを
堤防管理
捕らえる鳥の止まり木のようなも 木の切り方も、全部切るわけでない
のを河川敷の中に立てて、ネズ と思うので、ネズミを捕らえるような
ミを捕らせるという対策のような 鳥が止まれるような木を残して、間
伐しながら上手に切っていくことが
方法も考えられないか。
必要。モグラやネズミ等の小動物が
空ける穴があるようなので、それら
を考慮した堤防管理を行っていく必
要がある。（道上委員長）
堤防点検を容易にするため、梅雨
堤防の除草によって土手を固め 前と台風前に年2回堤防除草を行っ
てくれる多年草が少なくなり、1 ている。河川の維持管理費の問題
年草が生えてきている。最近は もあるので、年1回で済む方法が可
きれいに花が咲いていると、す 能であればご指導をお願いしたい。
ぐに切られてしまう。そのへんが 地元の住民の方と一緒に堤防を点
寂しいというか、もう少し潤いが 検し、場所によっては除草しない区
堤防管理
欲しい。土手をある程度堅くして 間も検討したい。
くれた日本古来の多年草をしっ 例えば花の終わる時期まで待つと
かり守ってやる意味からも、堤 いう工夫も必要と考える。伸びすぎ
て困るが、景観などを観たいという
防除草は年に1回でいいので
ことであれば、相談させて頂きた
は。
い。
土橋の上流だが、マダケを一部 地元要望があり、一部残しているも
竹林伐開（伐開 残して刈ってある。竹はすぐに のである。今回は伐根もしてあり、
方法）
広がると思うが、あれは意図的 スクリーンも設けてあるので広がら
に残してあるのか。
ないと思われる。

整備計画（原案）への反映等

【対応】本文P61に「堤防（護岸）及
び河道の維持管理」の項目とし
て、「堤防の機能を維持するととも
に、亀裂・堤防斜面の崩れ等の異
常を早期に発見するため、年2回
を標準として堤防の除草を行いま
す。」、「堤防や護岸等の状態を常
に把握するべく平常時、洪水時等
において、巡視や点検を実施しま
す。巡視や点検にあたっては、重
要水防箇所等を中心に継続監視
し堤防及び護岸等の施設に破損
等の異常が認められた場合には、
速やかに補修を行います。」と記
載しており、適切に堤防の管理を
実施していきます。

－
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第３回懇談会意見に対する対応（５）
委員会
発言者

山崎委員

意見聴取
方法

懇談会

項目

細項目

北条砂丘の灌漑用水の取水堰
できた当時は、堰の上流には4
～5mの水深があったが、今は
土砂が貯まって深いところで
1m、浅いところでは50cmになっ
ている。

維持管理

土砂管理（堆積）

北村委員
（欠席）

懇談会（欠席
委員の意見紹 維持管理
介）

懇談会委員意見

懇談会開催時における
事務局対応

整備計画（原案）への反映等

堰からの農業用水のお陰で北条砂
丘が非常に農地として良くなった
が、一方で川に土砂が貯まるという
問題も引き起こした。そのへんにつ
いてどうしたらいいかということも、
常にいろんな角度から協議しておく
ことが必要。（道上委員長）

【対応】本文P62～63に「河道内土
砂の管理」として、「固定堰につい
ては、その上下流で洗掘、堆積等
河床変化を生じるほか、下流区間
のみお筋固定に対して影響を与え
ており、土砂移動の連続性の観点
から堰の撤去、改修について堰管
理者と調整を進めるとともに、適
切な河床管理方法について調査・
研究を継続して実施します。」と記
載しており、状況に応じた対応を
行います。

【対応】本文P62～63に「河道内土
砂の管理」として、「土砂堆積によ
る流水阻害に対しては、必要に応
小鴨川、国府川の上流部では河床
じて掘削等を実施します。さらに、
がだんだん下がっているというよう
河床掘削に際しては、瀬や淵の保
土砂の堆積はどうなっているの な状況が一部にある。また、小鴨川
全に努め、水際部の掘削面の勾
か、堰の上流でも堆積をしてい の下流については逆に堆積傾向、
配を緩やかにし、一部に浅瀬を残
あるいは堰の上流、天神川の河口
るのか。
す他、陸域の生物も含め、多様な
については若干堆積傾向が大き
動植物の生息・生育・繁殖環境に
い。
配慮します。」と記載しており、適
切に河道内の土砂管理を進めま
す。
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第３回懇談会意見に対する対応（６）
委員会
発言者

意見聴取
方法

項目

檜谷委員
（欠席）

懇談会（欠席
委員の意見紹 維持管理
介）

北村委員
（欠席）

懇談会（欠席
委員の意見紹 その他
介）

國本委員

懇談会

その他

細項目

情報提供

懇談会委員意見

誰でも河川に関する情報を入手
できるように、テレビあるいは、
最近はデジタル放送などで情報
がとれるようにするのが良いの
ではないか。

懇談会開催時における
事務局対応

整備計画（原案）への反映等

－

【対応】本文P64に「水防体制」とし
て、「地域の実情に詳しい方等か
ら内水の状況等現地の状況等を
聞き取り、様々な情報を共有する
体制の確立に努めます。」、P65に
「洪水予報、水位到達情報、水防
警報」として、「出水期前には関係
機関との情報伝達訓練、重要水
防箇所、河川情報の説明等を行
い防災・減災活動の支援をしま
す。」、さらにP67に「洪水ハザード
マップの作成支援」に「洪水ハ
ザードマップの作成・公表に対し、
引き続き支援・協力を行います。」
「地域住民、学校、企業等が防災
に対する意識を高め、洪水時に自
主的かつ適切な行動をとれるよ
う、洪水ハザードマップを活用した
防災訓練、防災計画検討等の取
り組みに対し必要な支援・協力を
行います。」と記載しているとおり、
これからも洪水時及びそれに備え
た情報提供を進めていきます。

小鴨川と国府川の霞提は、昔の
土木技術を学習し継承するため
－
にも残したほうがよい。
本文46ページ、表5.1.3の一番
下、国府川左岸の米積の河川
敷保護工6.4kmとなっているが、
47ページの図5.1.7では、青い色
が入っていないといけないの
図表の不整合箇
が、図のほうにない。
図表については再度精査する。
所
本文50ページ、表5.1.4の小鴨川
の上から二つ目、同じものがあ
る。左岸の「巌城・生田
4.4k,4.8k」の巌城は要らないの
ではないか。
霞堤の保全

河川整備計画では、現在の霞堤
の締め切りは考えていません。

【反映】図表の精査により整備計
画の本文修正（図と表の整合）に
ついては対応します。
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