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「太田川の川づくり」住民アンケート結果（概要版）

平成 19 年 11 月 14 日

国土交通省 中国地方整備局

太田川の川づくり
応募状況
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3,015 ※応募締め切り
3,171 ※平成20年1月17日現在
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0
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太田川の川づくり

地域分類
1
2
3
4
5

広島市
安芸太田町
その他
（広島県内）
その他
（広島県外）
不明

その他
（広島県外）
0.2%
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53

不明
0.6%
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その他
（広島県内）
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広島市
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太田町
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2

太田川の川づくり

Q1-1

太田川の災害対策について
1
2
3

不十分である
十分である
よくわからない
無回答

無回答
1%

1355
526
1250
40
3171

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

太田川の災害対策として、どのような対策が必要だと思いますか（複数回答可）
上流で洪水を貯める（ダムなどの施設）
558
川幅を更に拡げる（引堤）
291
河床を更に掘る。川の中の樹木を更に伐採・撤去する
1005
堤防を更に高くする
721
洪水が来ても堤防が壊れないようにする（堤防の強化）
1821
洪水時の情報をわかりやすく提供する（雨量・水位情報等の提供）
1635
日頃から災害に備える（防災意識の普及・啓発を図るための広報）
1401
災害が起こればすばやく対応する（水防団等による活動強化）
1182
今のままでよい
96
その他
452
回答総数
3171

洪水対策としての「堤防の強化」が最も多いという結果になりました。
「災害時の情報提供」「防災意識の普及・啓発を図るための広報」と続いてい
ます。「今のままでよい」はごくわずかであり、何らかの災害対策がこれからも
必要であると考えられています。
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よくわか
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19%

不十分で
ある
43%

よくわか
らない
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十分で
ある
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不十分で
ある
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「十分である」17％に対し、「不十分である」は43％。倍以上の方が災害対策
は不十分であると考えています。被災地域に限定すると70％の方々が「不十
分である」と答えました。
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※被災地
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太田川の川づくり
Q2-1

現在の太田川の環境について
1
2
3
4
5

大変満足している
やや満足している
どちらでもない
あまり満足していない
まったく満足していない
無回答

191
1544
597
701
123
15
3171

6.0%
48.7%
18.8%
22.1%
3.9%
0.5%

あまり満足
していない
22%

1
2
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太田川の環境について、よりよくするために何が必要だと思いますか（複数回答可）
多くの生物が生息できるような川にすること
2182
沿川の緑を増やすこと
1181
これからも良質な水質を保つこと
2078
自然と親しめる場を整備すること
1404
川で泳いだり、水遊びができる場を整備すること
1212
スポーツなどが楽しめる場として整備すること
455
水辺の賑わいの場として整備すること
821
歴史・文化を伝える場として整備すること
433
川の水の量を増やすこと
355
今のままでよい
53
その他
412
3171

「多くの生物が生息できるような川にすること」「これからも良質な水質を保つ
こと」が最も多くなりました。また、「自然と親しめる場を整備すること」「川で泳
いだり水で遊んだりできる場を整備すること」なども多く、身近に川に親しむこ
とへの関心の高さもうかがえました。
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49%
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「大変満足している」「やや満足している」をあわせると５５％。半数以上の方
が太田川の環境に満足しています。

Q2-2
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太田川の川づくり
Q3-1
1
2
3
3

太田川の水がいろいろな用途で、また島しょ部など広域的に利用されていることをご存知でしたか。
いろいろな用途、広域的な利用ともに以前から知っていた
1055
33.3%
いろいろな用途で使われていることは知っていた
805
25.4%
広域的に利用されていることは知っていた
717
22.6%
今回はじめて知った
697
22.0%
無回答
3171

「今回初めて知った」は2割程度。広域に、あるいは多目的に利用されている
ことを多くの方が知っているようです。
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太田川の川づくり
Q4.現在の太田川について、あなたはどのようのお感じですか。ご自由にお書きください。
※多かった意見、印象に残った意見を抜粋しています。
●治水に関する意見について
【整備への要望】
【異常気象への対策を望む】
今後ますます異常気象が想定され、防災面からの整備は最重要
堤防が低い気がします。これからは温暖化で今までとは違う。
【自然災害が頻発】
太田川流域，平成１１・１３・１６・１７・１８年災害が発生して被害が多すぎる
普通の日は水が少なく汚いのに、いざ雨が多く降れば大洪水になり私の家などは３～４回も浸水して困っている
親戚の家が去年浸かったので今年は大丈夫かと心配
３５年間で３度の仕事場などの浸水経験，ありです。
川の近くに水田があり、毎年のように水に浸っています
うちの方はすぐ道路に水が上がってくる
【災害対策は不十分】
整備されているところといないところの差が目立つ
太田川近くに住んでいるので洪水が心配です
大芝水門までの流域が大雨時には不安な状態になる
災害に対する整備の見直しが必要
少しずつ改修されているが、全体計画や構想が不明確
上流域での山の管理が心配
大雨や集中豪雨による自然災害への対策が遅れている
支流の災害が多いように思われる
【洪水調節施設が必要】
太田川本川にもう一つはダムが必要である
大きなダムを作り大雨が降っても事故が少なくてすむようにするべきです。
【ダムは反対、既設ダムの撤去】
これ以上のダムは無駄である。ダムの保全や土砂の取出しが必要となる。
ダムをなくし昔の自然の姿に戻すこと
ダム放流は大変恐ろしいです
ダムの放水が一番の問題となる
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太田川の川づくり
【堤防の対策を望む】
浸水災害はなんとしても防ぐ必要があると思う。浸水してからでは被害は大きくなる一方。少々の費用はかかっても堤防の対策は必要
堤防が低い気がします。これからは温暖化で今までとは違う。
【太田川放水路整備で安心】
太田川放水路が整備され，安心して生活できるようになった
【環境に配慮した治水対策】
防災と自然との共存をしてほしい
沿岸の緑を増やしもっと自然と親しめる川に
上流・中流域の開発よりも緑豊かな自然として整備していくことを望んでいる
段々自然がなくなっているように感じます
人工的過ぎず，自然な感じで整備されていて好きです
水鳥が飛来してきてとても嬉しい
川土手を自然のままの土にしてほしい
コンクリートブロック積でなく石積の護岸とすべき
人工護岸，コンクリート壁が多すぎる。石垣など多用して自然との共存を図る
常緑樹を植え，緑美しい川岸にする。桜の木を上，花見ができる緑地帯，ベンチを設ける
【河道内樹木の伐採】
川の中州あたりに雑木が生い茂っていたりして、未整備の場所も目立つ
河川内外の雑木・草は除去してもらいたい
中流域の中洲の樹木に鳥のフンで景観が見苦しい
【高潮対策が遅れている】
人口密集地区に対する高潮対策が遅れているように感じる
洪水による浸水災害は少ないと感ずるが，高潮に対する災害対策は不備と思われる
【不法係留の改善】
プレジャーボートの不法係留はよくない
【地域での防災意識の向上が必要】
人が集まるイベントを利用しもっと災害への啓発活動
対処方法(災害時）を徹底周知、認識の啓蒙活動がより必要
人命保護のための雨量測定と住民への情報提供を平素から心がけるべき
流域住民・河川利用者への防災意識向上も必要
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太田川の川づくり
●環境に関する意見について
【多くの生物が生息・生育できる川にすること】
多くの生物が生息できる川にすること
アユやその他の生物が激減しています
昔のように魚など生物が生息できるキレイな川にして、水遊びのできる川を取り戻してほしい
【親水・憩い・癒しの場となっている】
太田川及び周辺の景色にいつも心を癒されています
川辺で色々のイベントや公園などありほのぼのしていて良い
川の流れと木々の緑を見ていると心が落ち着きます
子供とよく川遊びをします。自然に親しめ、とてもいい川だと思います
広島市内の河岸緑地は美しくてよく整備されている
【水質、底質を改善し、安全に水遊び、自然観察等のできる川を取り戻してほしい】
昔のように魚など生物が生息できるキレイな川にして、水遊びのできる川を取り戻してほしい
川が汚れています。一人ひとり川をきれいにする意識を
河床の堆積土の問題解決を望む
川底が真っ黒で悪臭・自転車等のゴミが多く
昔のように川で泳げるような環境にしてほしい
干潮時の川床のヘドロの堆積と汚臭は耐え難い
この水質をいつまでも保ってほしい
水辺に親しむアプローチできる施設や機会,動物が少ない
水遊びのできる場所がもっとほしい
古川せせらぎ公園も子どもたちが水遊びするのにいいところでした
水遊びやスポーツが楽しめる場として整備してほしい
親水施設が不十分（河川敷の整備等）
親水スペースがあり、放水路で自由にシジミ捕りや釣りが楽しめていいです
上・中流域でカヌーなど水遊びのできる施設がほしい
【水辺の賑わいを取り戻す】
広島市内の人での多い場所でのイベントを増やし、上流区域をＰＲすることが大切
オープンカフェ・雁木タクシーなど水辺になじむ取り組みが取り入れられいいことだ
太田川の花火大会が無くなったのが残念
人々の憩いの場とし、自然と人間が上手にかかわっていけたら
家族で楽しめる場所、たとえば(散歩、ウォーキング）お弁当持参で楽しめる場所
もっと緑など植えてベンチ等で休めるようになるといい
あまり川に身近に接する機会もなくほとんど意識していません
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太田川の川づくり
【遊歩道・自転車道の整備】
堤防を強化しながら散歩道や自転車道を今以上に作っていく
中流。上流域についてはもっと散歩道を整備してほしい
上流から下流まで誰もが安全に楽しく通い合える自転車道を整備してほしい
太田川の自然を壊さないように、車道とは別に自転車道・遊歩道の整備をお願いします
【ゴルフ・漁業等、特定利用への批判】
一部の人たちにのみ利用されている印象が強い
河川敷を一部ゴルフ場（練習所）として独占的に業者に貸し出すことをやめ，皆誰でも利用できる公園，遊園地，多目的グランドにするべきだ
漁業関係者占用の感がある
【駐車場整備】
車両乗り入れがいつでも自由に利用できるよう
河川敷の駐車場が平日お散歩したくても利用できないのでとても残念
【利用者のマナーが悪い】
利用する人のマナーが悪い
近くを散歩すると犬の糞やゴミでゆったりとは過ごせない
【上流・中流・下流の川の魅力を活かす】
上・中・下流それぞれの特徴を活かしたすばらしい一級河川だと思う
色々なイベントがあったり水辺が整備されてとてもキレイなところもあり、観光資源の役割も果たしているので素晴らしい
【下流は都市景観、上流は自然景観】
可部地区を境界にして下流は公園を多く取り，上流はなるべく自然をそのままに…
【市民の貴重な財産・シンボル】
広島県民にとっては貴重な財産である
広島のシンボル
太田川は郷土の誇りです
太田川は広島市民，また他市・町を支えるなくてはならない存在
【自然とふれ合い、学べる場としたい】
美しい水辺を野外活動の場として学校教育に活かし，自然とのふれあいを通じ情操教育の一環とする。
子供達は日ごろから川で遊びながら自然の大切さを学んで成長してほしい
自然を活かして子どもが安全に遊べるようにしたい
川辺の周辺を利用して子どもたちに自由に遊んだり自然を観察できるような川辺公園を作っていただきたい。

9

太田川の川づくり
●利水に関する意見について
【市民生活を支える太田川の水】
太田川のお陰で水不足に悩まされることなく安心して過ごせる
水源の確保として重要
生活をしていく上で大切な水の資源だと思う。
おいしい水を届けていただき感謝しています
太田川の恵みで安定して水が供給でき，生活が営めることに感謝しています
【減水区間の改善】
中流域の流量が少ない
常に一定の水量(毎秒30トン）を流してほしい
アユを放流しても育たなく，全くの死河川である。水量を増やして生き返らすことが急務である
川の水の少ない区間にどうにかして増やせないかと思います
【水質は良好】
広島市は水道水がおいしい都市
日本名水１００選に選ばれていることを初めて知りました
水もきれいでアユなどの生物もたくさんいるいい川だ
良質な水に恵まれ自然環境もよく満足
都市部を流れる川にしては，きれいなのでよい
【下水道整備を望む】
汚水対策を上・中流域と支流に力を入れてほしい。
上流の家庭用排水をなくさなければならない。下水道対策が必要
【自然の浄化作用を活かす】
よし（あし）を植えてほしい。自然の浄水力があります。
コンクリートではなくて自然の石や草を増して自然のろ過する力をもっと使えばよい
●流域に関する意見について
【流域全体での取り組みが必要】
山、川、海の三位一体な対策が必要
【ゴミ等の不法投棄が多い】
不法投棄に対する罰則の強化等，対策の強化を
洪水のあとの樹木にゴミがたくさんかかっている
しっかり管理できていない気がします。水の汚れ，川底の浚渫，ゴミの回収，汚水の流入防止，まだまだ不十分だと思います
川底が真っ黒で悪臭・自転車等のゴミが多い
【もっと住民に様々な情報提供を望む】
太田川についての情報をもっと市民に提供してほしい！
もう少し活動内容を広く広報するようにすれば良い。
どのような意図で工事をして、どのような目的があるのか分かるように川沿いにでも提示してほしいです。
初めて知ったことが多かった
●その他の改善希望
これ以上税金を投入してあれこれやらなくてよい
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太田川の川づくり
Q5.今後どのような太田川になることを望みますか。ご自由にお書きください。
※多かった意見、印象に残った意見を抜粋しています。
●治水に関する意見について
【異常気象への対策を望む】
地球温暖化で台風が大型化する傾向があり、洪水が益々心配になる中で洪水対策にさらに力を入れるべきです。
地球温暖化による天候異常，その他にしっかり対応を。高潮対策，洪水対策
【自然災害が頻発】
最近の台風・地震は観測史上最大のものが多く従来の基準では役に立たなくなっているので基準の見直しが必要と思います
【災害対策は不十分】
災害対策に力を入れて災害が未然に防げるようにしてほしい
最近の大雨災害では太田川水系の小さな川の氾濫が大きな被害をもたらしている。こうした川は護岸整備が進まず不安を抱える生活している人も多くいることに目を
向け、過去を教訓に計画的な整備を期待する
毎年同じところが災害にあっているように思われるので，その辺りを再整備願いたい
【洪水調節施設が必要】
流域全体が安全で快適な川であってほしい。そのためには洪水に対して有効なダムの建設が望まれる
自然災害だけはどうすることもできませんが、発生したときに少しでも被害が少なくてすむように堤防の整備・ダム・水門等の整備・活用が必要
滝山川以外の河川にもダムなどの治水施設が必要
浸水しないために、堤防の強化・ダムの設置を望みます
自然環境の面からはダムを作らないことが望ましいが,他の対策による事が難しいことを考慮すればダムによる方法もやむをえないと思う。ただし,極力環境に配慮する
災害防止については河川に近いところの木々の伐採、台風時の流木を防ぐと共に災害の多い川の上流にはダムの建設も考えたほうがよいのではないか？
上流部の治水対策としてダムは必要。太田川上流部に治水ダムが必要。集中豪雨対策としてハードはもとよりソフト対策も含めて対応を図るべき。
浸水しないために、堤防の強化・ダムの設置を望みます
昨年９月１６日の大雨では土師ダムは大変な力を発揮してくれました。もしこのダムがなかったらと思うとゾッとします。
【自然環境優先、ダムは反対、既設ダムの撤去】
ダムなどの建設はこれ以上行なわず，自然を失わない災害対策を望みます
ダムもそのうち壊れるもの。これ以上、ダムは作らないほうが良い
ダムの建設はまったくの無駄
上流にダムを作ることなく、また埋め立てないで後世に街の中を流れていることを望みます。
ダムは作ってほしくないです。昔からの川の流れのままでよいと思います。無理に手を加えるとどこかで無理が生じ災害につながると思います
上流にある不要なダムなどできるだけ撤去して水の豊かさを取り戻したい
もうダムは作らないでください。できるだけ自然を生かした川づくり。環境を変えない。人間は自然のパワーには勝てない。もし変えたらきっとそのお返しが来ると思いま
これ以上ダムを作ったり拡張することなく，水質，水量を維持するための施策を検討願いたい
ダムなどの人的に水をためる施設の撤去を強く望む
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【ダム以外の災害対策】
これからはダムを作って防災をという考えではなく，川のメンテナンスをしっかり行なって，より自然な状態での災害防止策を考えていくことが大切だと思う。
ダムを作っても洪水対策にはならない。災害対策はその他の方法で実施されたい
ダムに頼る治水ではなく，多自然型の堤防を作るなど，環境に配慮した川づくりをお願いしたい。
ダムを作るのではなく、山の樹木の管理を公が主となってやるべきである。
【ダムの運用】
ダムが多くあり、大雨時ダムの放水をしても天災とし、人災としないのは納得できない。
ダムの放水のあり方。（地形上，河川改修には限りがある）人命優先で発電用ダムも改めるべき。
ダムの放水にしても大雨のとき、サイレンも聞こえない。現場で大雨のとき聞いてみろ
近年、加計の下流に住んでいる知人が水害で家を流された。あれはダムの操作ミスで「人的災害」であったと思う。
【災害対策が優先】
水としての活用と防災が重点となるべきで，レジャー活用はその次とすべきです
災害に強い太田川が一番。それができて美しいとかの環境整備であると思います。
【環境に配慮した治水対策】
今ある自然を残しつつ、少しでも災害時の危険性を減らしてゆけるような対策を望んでいます
災害も心配ですが、護岸工事は生き物の減少につながると聞きましたので、反対したいです
今以上に川の質を落とさず環境に配慮した方法で太田川を守っていってほしいと切に願います。
水内川も含めて支流が健全であってこそ，太田川も豊かといえる。
【人と自然共存、防災と自然の両立が必要】
川と市民生活をよりよく共存していくことが大切。
防災と環境維持の両立が必要。近年やもすると環境維持の世論が先行して防災の観点がおろそかになる傾向がある。
自然と共存。美しい自然、豊かな水を守ってほしい。地域の特性を活かし、皆が楽しめる場であってほしいと思います
あまりに整備されすぎて「コンクリートの川」にならないようにお願いします
【地域格差がないように】
部分的な環境整備ではなく、どの地点においても均一的な整備がされることを望みます
護岸対策については各市，町，区で大きな格差の出ぬようにお願いをしたい
【不法係留船の撤去】
ゴミの不法投棄や不法係留の船などをなくして，全国に誇れる清流としてのグレードを高めていってもらいたいと願っています

12

●環境に関する意見について
【多くの生物が生息・生育できる川にすること】
水がきれいで魚がすみやすい太田川。子どもも安心して遊べる川
毎年に夏にホタルがたくさん見れる日本一の太田川にしてほしい。
昔のように多くの生物が生息できるような川になって、その生物を観察できる場所や観察を指導してくださる先生の情報がもっとたくさんほしいです
水の中は魚が多く住み，また川辺はたくさんの緑や花が咲き誇る，癒される場所にお願いします
【親水・憩い・癒しの場としての整備】
沿岸の緑を増やして子供と楽しめる場にしてほしい
自然と親しめ川で泳いだり水遊びができる場所
水の中は魚が多く住み，また川辺はたくさんの緑や花が咲き誇る，癒される場所にお願いします
自然に触れる機会、親しめるようにイベントなどが多くあればよい
緑豊かな自然を守り，子どもたちが水遊び，自然と親しめる場の整備
子どもをつれて遊びやすいように浅いところは危なくないように整備したり，公園みたいなところを作ったりしてもらいたい
水の都の名にふさわしく，みんなが水辺で安らげるような川になることを望みます
小さな子供も安心して遊べるようなところ
【水質、底質を改善し、安全に水遊び、自然観察等のできる川を取り戻してほしい】
四万十川のような清流に！
澄んだ水、キレイな川岸、心が休まる川
昔の太田川の清流を望みます
昔のように水泳ができるような川を希望
カキ殻による水の浄化を行えばよいと思います（カキ殻を川の中につけておく。カキ殻には浄化作用があると聞いています）
下流についてはあまり水質がよくないと思うので、下流の水質改善に力を入れてほしい。
太田川を清掃するためのボランティアを数多く行い，それによって昔のきれいな太田川のようにしていくことを望みます。
【河川敷を憩い、スポーツの場として利用したい】
河川敷で色々なスポーツやグランドゴルフなどができるようになればよいと思います
河川敷は通常時には県市民の憩いの場として老若男女により利用できる設備が望ましい。利用料金は少々負担することでもいいと思う
せっかくの広大な敷地を季節ごとの花畑にしてはどうでしょうか。
堤防を道路として活用，道路，遊歩道，堤防強化を同時に行なう
河川敷をもっと有効に公園など市民の憩いの場として利用できるようにしてほしい
【遊歩道・自転車道の整備】
川岸両岸にサイクリングロードを。散歩道をもっと整備してください
太田川の河口から可部まで遊歩道とサイクリングロードの整備をしてほしい
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【駐車場整備】
土日だけでなくいつでも川へ車の乗り入れができるようにしてほしい。
【水辺の賑わいを取り戻す】
子供から大人・老人まで一緒に活動できるような行事を考えてほしい
太田川の文化・歴史を伝える場があると良い。
【上流・中流・下流の川の魅力を活かす】
川の魅力は上流・中流・下流で違う顔を持つところだと思う。上流は自然をそのままに楽しみたいし、中流ではちょっとドライブに行ってほっとしたい。下流は普段の場と
上流・中流・下流域の特長を活かし融合してほしい。例えば、上流は自然のまま、中流は自然との交流、下流は地域との密着（イベント）
【地域格差がないように】
部分的な環境整備ではなく、どの地点においても均一的な整備がされることを望みます
【自然景観、都市景観として美しい太田川にしたい】
さらに美しい太田川になるよう周りの住民が協力する必要があると思う
自然のままの姿で残せるところはできるだけ残すようにしてほしい
今のきれいな水質を維持しながら景観的にもきれいで安全な川であってほしいと思います
沿川の緑や桜が美しいと、街や広島市が素敵になります。もっと緑を増やしてほしいです
四季を通じて広島の自慢できる川として県外の人に紹介できる川
人工的なものでなく，自然の場所で子どもが遊べる場所がほしい
【川を観光に活かす】
川を利用し船下り等観光の目玉にすれば良い
川をうまく利用した交通・観光が活発になること
水辺のコンサートやカフェ，イベントをもっと充実させたら市民や観光客も喜ぶと思います
水の都として全国の人々に親しまれ観光できるような川にしてほしい
環境に配慮しつつ，川を活かした人が集まり親しめる場を作ること。新たな観光名所，川を活かした都市づくり
７つの川を利用した水祭りなどを開催してフラワーフェスティバルなどのように全国的に広島の川を見てもらい，観光の目玉にすることなどもよいと思います。
観光にも市民の足にもなる、川を使った交通網を発展させてほしい
政令指令都市にふさわしい都会的で自然も豊かな他県の方や外国の方からも美しいと思われるような河であってほしいです。
【自慢・誇れる川づくり】
全国，世界に誇れるような川づくりを！
【自然とふれ合い、学べる場としたい】
子供達にはしっかり太田川について学び、生活の一部として育ってほしいです。小学校などの活動で取り入れてほしいです
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●利水に関する意見について
【水の安定的供給】
水不足で水道が利用できなくなるようなことのないよう対策してください
①品質面で安心できる水を家庭へ②資源面で安心できる量を企業へ,安定的に供給願いたい
水道水を安定供給するため他のダムとの水供給用水管設備を構築する（相互いに水が供給できるように）
発電・活水・飲料水確保の点で水をためるダムを作り安定で安心の施策を希望します
上流に水不足対策として一年間雨が降らなくても大丈夫なようにスーパーダムのような立派なダム建設急務
どうしてもダムが必要なら奥のほうに作り、水力発電も取り入れて有効的利用をすべきだと思います
晴天が続くと「水不足」がとても怖いです。温井ダムができてホッとしたのですが，広島の人口を考えると，まだダムが必要なのかも…。
【減水区間の改善】
川の水量を多くし、本来の川の流れを増してほしい
特に上流については発電により水量が少ないため、もっと水量を増やして川らしい川にしてほしい。
利用ばかり考えないで水をふやすようにしてほしい
【下水道整備を望む】
やっぱり、今以上に川がきれいになることを望みます。広島の水はいつも美味しい・・・につながるので
生活排水とのかかわりに留意する事が必要と思います
上流の下水道整備をちゃんとしてほしい。
水質維持のためには下水処理のより一層の整備は進めていってほしいです
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●流域に関する意見について
【森林の対策も必要】
まわりの山々を自然林にして保護することこそ川にとっても海にとっても最良の方策と思います
治山治水，堤防その他水害対策と同時に山の植林，森林対策など総合政策，展望的計画を立案すること
【ゴミ等の不法投棄が多い】
ゴミの不法投棄や不法係留の船などをなくして，全国に誇れる清流としてのグレードを高めていってもらいたいと願っています
【産学官の連携】
市街地では市街地の整備と、一体となった整備が望ましい
官主導で企業（協力）をリードし，市民・企業・官一体となるスタイル形成をしてほしいです。
年に数回程度専門家以外の人も含めて意見交換の場を設けてください
防災機能を充実するための施設整備には限界がある。ソフト面を充実し，システムについて住民と一体になって取り組み必要がある
地域住民のニーズにあった整備がされていることはよいと思う。また，地域住民の要望が取り上げれている事には感謝しています
【もっと住民に様々な情報提供を望む】
太田川、太田川水系の整備計画の広報をしてほしい
自然災害に備えた整備はもちろん、管理する側の危機意識の向上や、生活するわれわれの意識も変えなければならない時でしょうか。行政の積極的な対応と情報の
開示を期待しています。
アンケートも「１上流で洪水を貯める…約○○○億円」と費用を明示して尋ねるべき
太田川の最新情報がすぐに分かる提供がほしいですね
もっと太田川の情報が分かるように新聞等で紹介してほしい。情報が広く広がると災害以外のことでも太田川の自然について考えるきっかけになると思います。
限られた人だけではないＰＲをしてもらいたい
●その他意見
今後ともコスト削減も含めた創意工夫を凝らし着実に整備を進めてもらいたい
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「太田川の川づくり」住民アンケート結果
（記述欄全文）

平成 19 年 11 月 14 日

国土交通省 中国地方整備局
※太田川河川事務所ホームページに掲載中
http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/plan2/

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

パリのセリーヌ 川の河川敷のよ うに市民が寛いで利用（散策等）できる よ うに整備を
1 広島県広島市西区東観音町

男 60代

してほしい。（元安橋の近くに少しある が）本川橋・平和大橋・西平和大橋・緑大橋付 治水面の整備が一応出来ている ので、景観面・新水性に力を 入れてほしい
近にもほしい
憩いの場所にゴミを 放置する 方がいて川が汚れています。一人ひとり川を きれいに

2 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイ ム

男 50代

3 広島県広島市安佐南区沼田町伴

男 50代

高水敷への車両乗り入れがいつでも自由に利用できる よ う配慮いただきたい

親水目的の駐車場を 河川内の随所に設置する とともに整備いただきたい

4 広島県広島市東区曙

男 70歳以上

下流域での内水処理が不十分である 。中流域の流量が少ない

堤防等の構造物について人工的な面を 少なく、自然に近い景観を 保つ

5 広島県広島市東区曙

男 60代

6 広島県広島市東区牛田旭

男 40代

7 広島県広島市佐伯区皆賀

男 60代

8 広島県広島市西区草津新町

男 50代

する 意識を 持ってもらいたいと思います

最近縮景園にいた鯉がいなくなり、ぼらが住み付いている 話を 聞きました。川全体が
塩分が多くなり川魚が住めなくなったことど う思いますか？

女 30代

上流はブ ナなど 本来の植生を 優先する 。中流は堤防強化や都市化によ って本来の

いくよ う努力する 。無味乾燥なコン クリートの堤防でなく石垣や緑地を 多くする 。川

河川景観が失われている 。竹やぶや河畔林を 育成して本来の太田川河畔景観に戻

の周りを 緑化する 。次第に隅田川・淀川のよ うに鉄とコン クリートばかりになる

す。下流も中流のよ うにする 。最下流の河畔に配慮必要

一部被害にあったところについては再び条件が違っていたらまた被害にあっていたと いろんなことを 考えてシュミレーショ ン し、災害が起こらないよ うに対策を 考えてほし
思う

い

恐ろしさを 身を もって体感してきました。自然で遊ぶことはとても楽しいです。親となっ
た今、子供にもそうさせてやりたいのですが今住んでいる ところでは少し難しいです。

豊かな水量の太田川（広島市）に住んでいる ことに感謝している 。大変な事業と思う

男 70歳以上

11 広島県山県郡安芸太田町中筒賀

女 60代

①多くの生物が生息できる 川にする こと②川の景観を 整備する こと

12 広島県東広島市八本松南

女 40代

人が集まらなくなってきた

13 広島県広島市佐伯区皆賀

男 40代

川がある 都市は大変素晴らしいと思う

15 広島県広島市佐伯区藤の木

女 50代

16 広島県広島市佐伯区薬師が丘

男 50代

17 広島県広島市佐伯区五日市中央

男 30代

18 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 30代

あったと思う。道路５ｍ上に作る という話を 聞いたけど ？

上流から下流まで人工度がだんだん深まっている 。できる だけ自然のままに保って

10 広島県広島市東区牛田中

女 30代

に住んでいる 知人が水害で家を 流された。あれはダムの操作ミスで「人的災害」で
これからも素晴らしい環境を お願いします

水質・周囲の目など など ・・・

14 広島県広島市佐伯区利松

太田川上流に「温井ダム」を 作ったけど 何のために作ったのか？近年、加計の下流

このパン フレットを 見て、自然豊かな環境だと知った

私は根の谷川沿いで育ち ました。小さいころは山と川でよ く遊びました。川の楽しさ、
9 広島県広島市佐伯区薬師が丘

人々が自然に親しむよ うなきれいな川を 望みます

が非常の場合の堤防の強化を 是非お願いしたい

権現山に登ったり、三滝山に登ったりして山頂から見る 川はとてもきれいでした。ま
た、市内の川沿いの風景もとても好きです。個人個人の意識改革を して素敵な川を
守りたいです

川下辺りはつり岸も整理され見た目も感じよ くなった。今後も努力を お願いしたい
中国山地よ り流れている 川ですのでみんなが楽しめ、川遊び・スポーツ など 自然と
親しめる 川にしたい
人が集まる きれいな川
ある がままの川が一番素晴らしいと思う。絶対に災害は防ぐ ことが出来ないので初
期情報が一番必要だと思う

太田川ってとても大きな川ですが、市内に住んでいないと身近に感じない気がします 佐伯区に住んでいますが、近所の川のことは学校でも学習します。太田川につい
（私は実家が南区にある ので遠足で太田川にも行っていましたが・・・）

て、広島の生活を 守る 川として学習する 時間が増えたらいいなと思いました
シジミが取れる よ うになればいいと思う

広島市近郊の市町村を 象徴する 川です。いつ見ても心が安らぐ 感じがする
ゴミを 捨てる 人がいないよ うな川になればいいと願っています。無駄になる よ うな施
設が増えない川だといい
日本名水１００選に選ばれた太田川ということで、広島市は水道水がおいしい都市と
言う事がとても嬉しく思います

水質等きれいな水、自然、公園を 複合した川である こと。また、災害に対して安心で
きる こと
川よ り低い土地が多いので、水害対策を 万全にしたほうが良い
今回、台風１４号のとき堤防すれすれまで水位が上昇してあと少しで市街地に災害が
起こる ことになっていたかもしれないということを 知り、とても怖くなりました。だから、
堤防を さらに高くする ことも考えていかないといけないと思いました

上流はきれいでも、市内の水は見る 限りではきれいとはいえない。きれいな水を 取り
19 広島県広島市佐伯区海老山南

男 50代

戻すことが重要では？市内では個人のレジャーボートの係留はいかがなものか？公 山奥の渓流のよ うな川になれば・・。不可能ですよ ね
的機関が許可を 出している のか？絶対に止める べき

20 広島県広島市佐伯区隅の浜

21 広島県広島市佐伯区観音台

女 60代

男 60代

車の中からみる だけだが、川は川として整備しスポーツ に利用する よ り災害に予算
を 使ったら良い。散歩コースで十分だと思う

自然との共存だから祇園辺りを きれいにする のではなく、川がカ ーブ している 箇所
に石を 置いたり、雑木を 植えて山崩れを 止めたりしてずっと上流から対策すべきで
は？

下流中流域の災害対策・環境対策ともに十分とは言えず今後の整備を 早急に望む。
下流域については、まずまず対策がとられている と思う

22 広島県広島市佐伯区旭園

男 50代

色々な川を 拝見してきましたが太田川はきれいですね

23 広島県広島市佐伯区楽々園

男 70歳以上

いつも散歩している 。水もさらにきれいにしてください

24 広島県広島市安佐南区高取北

女 40代

25 広島県呉市焼山松ケ丘

女 20代

26 広島県広島市安佐北区

男 50代

自然の素晴らしさを もう少しＰＲしてよ り親しめる 場所を 増やすと共に環境整備に努
めてほしい。たとえば、①水内川の石谷峡②下流土手への樹林、市営有料ボート場
の設置
毎年楽しみにしていた太田川の花火大会もなくなり、しかしゴミだけはなくしてよ り美し
い広島の太田川であってほしい
防災時の対策についてよ く周知、徹底する

市中心部ではだいぶ整備されてきていて嬉しいですが、まだ上流のほうでは遅れてい 川の周りでの生活も安心して自然を 身近に感じながら生活できる 川との共存が可能
る のか、川が氾濫したりしている のでもう少し考えたほうがいいと思う
太田川にたくさんの人が集う場所があったこと、今回初めて知りました

以前は子供たち の遊ぶ姿も見られましたが、今では釣り人もまばらです。全く元気の
ない太田川になってしまい淋しいです

な太田川になればいいなと思います
楽しむ川としては満足ですが、災害が起こったときの対策を もっと具体的に知りたい
です
加計から安佐北区安佐町辺りの中流域に人が集うことの出来る 水量や場所の整備
がほしいです。イ カ ダで加計から市内まで川下マラ ソン ができる くらいの水量があれ
ば楽しめる でしょうし。水を 大切にしよ うという心も育つと思います

下流の天満川でＳ３９年頃は蛤が捕れていたのが現在はアサリも捕れない。ビ ニー
27 広島県広島市安佐北区真亀

男 70歳以上

ル類が河川の木に引っかかっている のが目立つ（ゴミが多い）。ゴカ イ が捕れなく

もう少し放水路以外にも流量を 増やしてください

なった
太田川は広島市の母だと思う。太田川のおかげで干害も起こらない。水都広島市、

両岸を サイ クル道に充実してほしい。水と遊び、生活し、共存。太田川に広島市民は

平野にはない美観あり

生かされている のだと感謝した

広島県民にとっては貴重な財産である 。太田川がもしなかったとしたらど んな広島と

まず県民の安全を 守る ことが必要である 。太田川と共に生きていくためには荒馬に

28 広島県広島市安佐北区

男 70歳以上

29 広島県広島市安佐北区落合

男 70歳以上

30 広島県広島市安佐北区

男 60代

なっている だろうか？想像できない。美しい県としての基盤が太田川にある よ うに思 ならないよ うに調教してあげる ことが必要。洪水対策・環境保全のために県民が対
う。生活用水・レジャー・風景・・・心の安らぎを 与えてくれている

応していけば安心・安全で美しい太田川が楽しめる

31 広島県広島市安佐北区真亀

男 50代

今以上に良い環境（水質）に

水上交通の活用

太田川だけでなくその支流にはたくさんの工場が点在し、それらから流出する 汚水を
32 広島県広島市安佐北区

男 60代

完全になくする こと。国の管理区間だけを 見る のでなく、支流を 管理する 県・市へ適
切に支持し共有する 。一度みてまわってください
放置自転車がなくなりきれいになりました

民間のゴミ処理場も支流にたくさんあります。市内においても工場の排水を 直接雨
水溝に豊かな生活を 支える ために出す汚水が結局自分に戻ってます。全てを 行政
に願うのではありませんが、このよ うなアン ケートに託すことに永くこの地球が存在
する ことを 心よ り願っております

33 広島県広島市安佐北区

女 60代

人工的に島を 作り、鳥の楽園にしてほしい

34 広島県広島市安佐北区落合

男 40代

35 広島県広島市安佐北区

男 60代

36 広島県広島市安佐北区真亀

男 60代

水質も徐々によ くなりつつある

水辺の潤いを 多くしてほしい

37 広島県広島市安佐北区落合

男 60代

川の両側の樹木の伐採と堤防の草刈など して見通しを よ くしてもらいたい

生物が生息できる よ うな良質な水になる よ うな川作りを していけばいいと思います

38 広島県広島市安佐北区倉掛

女 70歳以上

39 広島県広島市安佐北区

女 50代

沿岸の緑を 増やしもっと自然と親しめる 川にしてほしいと思います（樹木等緑が少な
い）

太田川沿いの道路は私の家と市街を 結ぶ道路なのでいつも利用していますが、車窓
から見える 太田川及び周辺の景色にいつも心を 癒されています。いつまでもこの景
色を 守ってほしい
40 広島県広島市安佐北区真亀

女 20歳未満

女 20代

体の環境がある 程度守られている と感じています

ている 釣り人を 見かける と顔がほころび、いつまでもこんな光景が見られる といいな
と思うばかりです

42 広島県広島市安佐北区

男 60代

43

女 40代

44 広島県安芸郡坂町平成ケ浜

男 40代

人が川を 楽しみに使うのは汚染につながりかねないので、土手に寝転べる 程度の利
用としてまず第一に環境保護を 優先してほしい

太田川クリーン キャン ペーン など で地域の人たち やボラ ン ティアの方によ って川自 やっぱり、今以上に川がきれいになる ことを 望みます。広島の水はいつも美味し

広島を 代表する 川としてその雄大さはとてもふさわしいと感じています。アユ釣りを し
41 広島県広島市安佐北区倉掛

樹木等緑の多い沿岸にしてほしいと思います

い・・・につながる ので
私の実家は千葉県で、江戸川の水が水道水になっている わけですが、父母が遊び
に来る と太田川の水道水が美味しいといって喜んで飲みます。これからも美味しい
水道水であってほしいと思います。土砂災害の復興には時間がかかる ので被害が出
ないよ うに対策を とっていただきたいです

昔を 思えば川で水泳が出来たのに現在は子供を 連れて泳げる そんな場所が少ない

市内に行くとき、車中よ り太田川はよ くみます。整備されている ところといないところ
の差が目立つよ うな気がします

家庭排水など ゴミを 川に流さないことが必要。水遊びできる 場所の整備を してほし
い。多目的ダムを 整備する ことが大事ではないか
名水１００選に選ばれていたこと、広島の水のペットボトルがある ことを 初めて知りま
した。県北にいても広島市内にはよ く行きます。もっとＰＲが必要なのではないでしょう
か

ゴミや流木がまだ橋げたに引っかかっている

沿岸の緑を 増やして子供と楽しめる 場にしてほしい
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45 広島県広島市安芸区中野東

性
別

年
齢

女 40代

問４

問５

様々な人たち の努力によ って太田川の水質・沿岸の緑が保たれていいと思う。想像

最近台風など 自然災害が目立ち 、これで十分ということはない。そのためもっと様々

以上に大変なことだと感じている

なことを 想定して環境整備してほしいです

広島のシン ボル川。川面にあくが内美しい流れを 見てます。管理される 方たち の努
46 広島県広島市中区吉島西

女 70歳以上

力だと感謝申し上げたいと思います。観光に来広される 人々もおそらく川の美しい町
と思ってくださる と思います

47 広島県広島市中区舟入本町

男 50代

豊かな水を 与えてくれ、きれいな水だと思っている

美しい太田川、ボートの多いこと。地上の自動車だと大変ですよ ね。それと同じで大
洪水でもあれば大変なことになる のではないでしょうか！
美味しい水を 作ってほしい。上流の水は大変美味しいのだから
昭和２７・２８年頃までは川中に飛び込み台があって、学童が泳いでいた。現在は汚

48 広島県広島市中区十日市町

男 60代

河川の美化にもっと力を 入れてほしい（とりわけドイ ツ のやり方を 基本にして）

泥がたまっている ところを バキューム船を 使って除去し、以前の清流を 取り返し、下
流域でも子供たち が遊泳できる よ うにする 。１０年くらいのスパン を かけて市民運動
になる くらい力を 入れて実現したい

49 広島県広島市中区舟入本町

女 30代

50 広島県広島市中区東白島町

男 50代

51 広島県広島市中区西白島町

男 60代

52 広島県広島市中区光南

女 20歳未満

川辺で色々のイ ベン トや公園など ありほのぼのしていて良い。今後も緑を 保ち 、
人々の憩いの場とし、自然と人間が上手にかかわっていけたらいいと思います

川に入る ことも出来ません。昔のよ うに川で泳げる よ うな環境にしてほしい
河床の堆積土の問題解決を 望む。昔の河床は砂質であったが現状はヘドロ 状態で
ある 。上流のダム等が関係する のではないか
係留はよ くない。河口近くに住んでいる が放水路がある ため浸水の心配が少なく
なったが、高潮被害が心配。対策を 急いでほしい

女 40代

生活を よ りよ く共存していくことが大切。川や水の素晴らしさを 利用、実感しつつも美
しさを 保っていかなければいけない

私は下流に住んでいますが水が流れていません。砂がなくなって泥ばかり。これでは ダムも発電所も必要かもしれませんが水量が足りません。上流からのきれいな水を

市内の河川堤防で公園整備を 進めている のは大変良い。プ レジャーボートの不法

53 広島県広島市中区袋町

広島の中心部を 通る 川なので市民にとっても生活とのかかわりが大きい。川と市民

市民が楽しめる よ う、また災害にも備えよ く考えられている と思います

ためないで下流に流してほしい
流木・雑草等を 除去。不法係留船の取り締まり。美しい環境づくりを

高潮対策の推進。Ｈ１７に被害を 受けた中・上流部の対策を 推進。市内の河川堤防
が完成した場所は早く公園整備も実施してほしい
水質が今よ り悪くならないよ うのぞみます

川に沿って通る 道路の整備が遅れている と思う。自然の形を 保ち つつ安全な道を
54 広島県広島市中区銀山町

女 50代

作ってから施設の整備を する べきだと思う。そのためには各方面と十分な計画・話し さらに美しい太田川になる よ う周りの住民が協力する 必要がある と思う
合いが出来る 行政のシステムを 作る 必要がある と思う
西区己斐に川辺の広場のよ うなものを 作っていますが、現在草が生え放題です。日

55 広島県広島市中区吉島東

女 60代

頃から利用する 人が使いやすいよ うにトイ レの配備やベン チなど を 置き草が少な

水辺の遊び場として作る だけ作って汚れたり、草が生えたりする と誰も行かなくなり美

い頃から草取りを 運動の一環とする イ ベン トを 開き何かに役立つよ う進めてみては 観も悪くこれでは何のためにお金を かけたのか分かりません
ど うでしょうか？

56 広島県広島市中区千田町

57 広島県広島市中区舟入南

男 60代

女 60代

下流は放水路が整備されててまあまあいいと思うが、上流が全く整備されていなくて
浸水被害が発生したことには腹が立つ

特に太田川放水路に対しては絶対の信頼が置ける べく市街地に大災害を 発生させ
ないよ う、現状を さらに見直してほしい。雨量の予測そのものが甘く現実はもっと厳し
いものである ことを 認識してほしい

川土手を 自然のままの土にしてほしい。中途半端なコン クリートにしないでほしい

とにかく自然のままがいい。形を 変えないでほしい

58 広島県広島市中区千田町

男 70歳以上

上流の方はよ く知りませんが、現在の河川敷には施設が多い

広島の川らしくなってほしい

59 広島県広島市南区宇品東

男 40代

緑が多く環境がいいと思う

公園等の整備

広島の中心的存在。昔から川を 中心に広島は発展してきた。毛利時代、戦争時代も
60 広島県広島市南区宇品西

男 30代

中心だったと思う。今も川でいろんなイ ベン トがある 。今のままで満足している がさら
に親しめたら最高だ

川の魅力は上流・中流・下流で違う顔を 持つところだと思う。上流は自然を そのまま
に楽しみたいし、中流ではち ょっとドラ イ ブ に行ってほっとしたい。下流は普段の場と
して・・・。下流の楽しみ方で何かもう少し親しめたらいいな。今はジョ ギン グコースと
して使っていますが、もっと違う楽しみ方はないか

61 広島県広島市南区宇品海岸

男 60代

水質維持努力が素晴らしい

地域住民が自慢できる 川として管理維持を 期待する

62 広島県広島市南区仁保新町

女 40代

太田川のお陰で水不足に悩まされる ことなく安心して過ごせる

災害対策に力を 入れて災害が未然に防げる よ うにしてほしい

63 広島県広島市南区仁保新町

男 50代

河川内に設置している 業者関係施設の積極的な撤去、大規模な個人桟橋やボート

今回のデータは不十分である 。台風４号の雨量等は具体的に。単純に２割増など は

係留など 不公共物を 撤去して橋の下を 歩ける よ うにしてほしい

不意味。自分に都合のいいデータだけ？あと、もっと書きやすい紙にしてほしい

現状は正直言って県民にその存在すらあまり知られていない気がします。特に広島

川下イ ベン トの実施、例えば加計〜飯室〜可部間。昔木材や生活用品を 船便で運

64 広島県広島市南区

男 70歳以上

市内の人での多い場所でのイ ベン トを 増やし、上流区域を ＰＲする ことが大切であ

んでいたのに倣って再現する 。夏季の花火大会や鯉のぼり吊りの箇所を 増やすなど

る と思います

人々の目を 惹く行事を 実施する

65 広島県広島市南区青崎

女 60代

66 広島県広島市中区白島北町

男 50代

67 広島県広島市南区丹那町

男 50代

68 広島県広島市南区皆実町

男 60代

69 広島県広島市南区宇品海岸

男 60代

70 広島県広島市南区元宇品町

男 60代

きれいな川
主として太田川デルタの話ですが、昔は水に親しむ生活があったよ うに思います。今
は川で人を 見る ことが少ない
太田川の水質の良さを 全国にＰＲし、我々の誇りとしたいです

夕涼み・貝掘り・散歩等で人々が集う川になる よ うに！
次世代へこの川の恵を 継承していきたいです

県内のほかの河川に比較し水量が多く、干ばつ時でも断水にならずありがたい大河 水防対策もある が堤防はなる べくコン クリート護岸でなく自然の形が残る よ うな補強
である 。汚染も少なく、広島市内も以前よ りきれいになっている

作業の工夫を してほしい。子供たち が川に親しむイ ベン トも大切だ
上流部の山林を よ く手入れして保水力を 維持する と共に豊かな栄養分を 運んで瀬

水質もよ く周辺整備も出来ていいと思う

戸内海の活性化を 図りたい。関連省庁一致協力して取り組む要あり

河床の樹木で不要な場所の伐採。国とか市町で伐採・焼却を 委託（ボラ ン ティア希

住民の声が反映できる システム。人々の目が水辺に集える 場所で、絶対に自然災害

望、無理なら有料で）

の発生しにくい河川

太田川沿いの災害が一つの教訓としてよ り関心を 持っている 。広島市を 支える 大切 広島に川がなかったら・・・きっと淋しい町だろうと思う。色々工夫されていて上流・中
71 広島県東広島市高屋町小谷

女 60代

な水！今回の太田川作りの広告によ って詳しく災害・環境･水の利用を 考えてみる い 流・下流とも自然の恵みに人々は満喫されている 感じです。自然のサイ クルに沿っ
い機会になりました。まとめられていてよ く分かりましたし、よ り情報に目を 向ける と思 て無理のない川作りを 望みます。広島市に住んでいませんが時折訪ねて感じたこと
いました

です

皆様のお陰で大変きれいな太田川になりつつあります。しかし、流木が流れた姿とか 江田島は太田川のお陰で水道水があり、飲み水・風呂・工業と恩恵にあずかってお

72 広島県庄原市尾引町

女 60代

73 広島県江田島市大柿町柿浦

男 30代

身近な存在であり、大雨洪水のときは頼りにしています

74 広島県広島市安佐南区西原

男 40代

川が汚れている よ うに思う

多くの生物が生息でき、川が汚れない川である ことを 望む

75 広島県呉市梅木町

女 50代

川の側にすんでいますが、水が引くと川底が真っ黒で悪臭・自転車等のゴミが多く

水が澄み、島が出来てスポーツ ・散歩ができる よ うな川になる と嬉しいです（毎日川

がっかりします。休日はレジャーボートの音がうる さい

土手を ウォ ーキン グしていますので）

あります。それを 整備すれば美観もよ くなる と思います。

正直言ってこのよ うなチラ シが入って、初めて知ったことが多かった。興味深く読むこ
76 広島県広島市中区平野町

女 50代

とができ、私自身の意識の薄さに少々がっかりした。このよ うな情報を 定期的に知ら
せてほしい

りありがとうござ います。これからも益々努力してよ い水質の太田川を 望みます
市民に愛され、かつ憩いの場としてみんなから「太田川がある からいいね」と思われ
る 川になってほしい

良好な水質を 保つことはもとよ り、周りの自然環境を さらに整え、市民に太田川の意
識・大切さを 実感できる ものとしていただきたい

今現在あらゆる 災害対策を 太田川もされている と思いますが、やはり何かまだ対策 これから多々改善・対策していかねばならないことがたくさんある と思いますが、広島
77 広島県呉市宮原

女 30代

としてできる ことがある のでは・・・と思います。具体的には分かりませんがみんなで

の歴史･文化を 伝える 場としても力を 入れてきれいな広島のアピ ールとなる よ うにし

考え対策していきたいと思います

たいですね
発電など 色々な用途で利用されている のとてもいいことだが、十分な災害対策を しな

78 広島県広島市安芸区矢野南

女 40代

いと恐ろしいことになっていたかも知れないので、よ り良い川作りを 望みます。ただ川
で遊ぶ、水遊びを する といったことにはあまり賛成はできないと思います

79 広島県呉市清水

女 40代

水は美味しいと子供の頃から聞いていた

いつまでも安心で美味しい水ができる よ うに環境を 良好にしてもらいたい
広島の水はど こで売っている のですか？せっかくだから広告に値段など も書いてほ

コン サートが行われたり、地域の人から遠方の人まで関心も高くなっています。河に しかったなぁ。これから望むことは①イ ベン ト情報を 県北にも入れてほしい②とてもき
80 広島県呉市天応大浜

女 40代

興味を 持ち 大事にしていくことが必要だと思う。人が集まる イ ベン トを 利用しもっと災 れいでち ょっと行ってみたいよ うな川なのでこれからも大事にしてほしい。とてもよ く
整備されている と思います。表の個人情報欄にプ ラ イ ベートシールがあればいいと

害への啓発活動されたらいいのでは？

思った
81 広島県三次市十日市東

男 40代

列車から見えてきれいです

太田川を 歌った歌ができればよ いです

82 広島県三次市三和町羽出庭

男 50代

可部から下流を 、車が通る 道路ではなく完全な堤防と散歩道にしてほしい

寅さんに出てくる 江戸川のよ うな川にしてほしい

83 広島県三次市三和町敷名(その他)

男 50代

84 広島県三次市十日市西

女 40代

きれいになったと思います

85 広島県広島市安佐北区可部東

女 30代

なじみがなく感じる ことはありません

川土手を 整備・強化し、主要道路として完備する こと。毎日川の水を 飲んでいる こと
を 多くの人が知り、川の大切さを 認識できる よ うにする こと
太田川に合流する 河川整備も希望。サイ クリン グコースなど の設置
多くの生物が生息できる よ うきれいな水質である よ う、また子供たち が安全に遊べ
る よ うな場を 提供できる よ う望みます
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私は呉出身。現在は安佐北区にすんでいます。それまで川について深く考えもしな
かったけど 、今太田川のきれいなことに驚き、毎年蛍が見られる 喜びを 感じていま
す。結婚を 機にこち らに来ましたが、みんなに知ってほしいことがあります。主人の
里は山県郡北広島町。山からの湧き水を 大切にして生活し、その水路を 整備しなが
ら必死に守っています。私は「水道から水が出る んだから湧き水なんてなくてもいい
86 広島県広島市安佐北区可部

んじゃないの」と言ったこともありましたが、最近やっと分かります。山を 守る ・自然を

女 30代

守る →山水が流れていく→川の上流に水が流れ込む→その水が下流に。街の人は
そんな苦労も知らずに「水道代を 払っている んだから水は出てくる わ」と考えがち 。
でも田舎の不便な暮らしの中で必死に自然を 守っている 人たち がいて私たち も成り
立っています。だからせめて水の無駄遣いを せず下流の川掃除に参加したりゴミを
捨てないこと！一つずつでもできる ことを やっていきたい。資源は「あって当たり前」
ではない。守っていくものなのです

87 広島県広島市安佐北区亀山南
88 広島県広島市安佐北区亀山
89 広島県広島市安佐北区三入
90 広島県広島市安佐北区安佐町小河内
91 広島県広島市安佐北区可部

男 70歳以上
男 70歳以上
男 70歳以上
女 40代
男 70歳以上

92 広島県広島市安佐北区亀山南

女 60代

93 広島県広島市安佐北区亀山南

男 70歳以上

高齢者の憩いの場所として休み場所等を 考えていただきたい

川船・ボート遊びが定期的に可能になる よ うに長期的プ ラ ン を 作り実行していただ
きたい

広島市が水の都として災害に強い地域づくりを 期待している 。また、上流・中流域の

非常のときに人々の犠牲を 伴う災害がないよ うな配慮が必要。水力発電の発電量が

開発よ りも緑豊かな自然として整備していくことを 望んでいる

知りたい

自由な遊び場所、魚との楽しみの場所が少なく規制が多すぎる 。水量が場所によ り

水遊びできる 場所を 整備し、川舟遊びも楽しめる よ うにする 。多くの生物が生息でき

異なり美しさに欠ける 。支流を 含め水質の汚染がひど い

る よ うにし、自由に魚介類を 取れる よ うにする 。漁業を 含め規制を 緩和する

下流域の整備等は施設が充実してある が、その反面ごみ・不要物が多く見られ、あ

上流・中流・下流域の特長を 活かし融合してほしい。例えば、上流は自然のまま、中

まつ人々のマナーの悪さなど が目に余る ときがある

流は自然との交流、下流は地域との密着（イ ベン ト）

いい水質の飲み水や農業用・工業用水を 豊富に供給する 自然豊かで災害の少ない 河口から上流までの拠点拠点に泳いだり、水遊びができる 場と、人々が憩い集うこと
川です

ができる 水辺の賑わいの場を 整備してはど うでしょうか

市内よ り船で太田川を 見学したい。雁木タクシーはとてもいいと思いますけど 、市内
の一部だけで八木・可部・加計方面にも船で利用できたらと思います

子供たち にももっと川の事を 知らせたい

現在の一級河川として太田川の改修・補修も徐々に施工されていますので今後もよ

私の家の前を 国道が走っており、その隣が太田川本流です。昨年よ り改修していた

ろしくお願いします

だき河床も掘り下げられ本年中には完成する と期待しています

梅雨・台風の時期に簡単に増水しやすくなったと思います。川は山が現地のはず。雨
の前線が近づいたから増水する というのは人間の英知が失われたことだと思いませ
94 広島県山県郡安芸太田町坪野

女 50代

んか？山・田畑の荒れている ところを 手入れして川の増水を 調節する ことは可能で 「川」だけを 見ていては灯台元暗しだと思います。山・森・林を 大切にすれば美しい深
す。川にすむ魚の減少、異変に気づくとき人間もまたその状態になる ことを 心すべき みのある 川になる と思いますし、そうなってほしいです
だと思います。川のある 風景は本当に美しい。良質の水に恵まれている 日本は世界
でも有数の天地になれる と思います

95 広島県山県郡安芸太田町柴木

男 30代

96 広島県広島市安佐北区可部

男 70歳以上

97 広島県山県郡北広島町大暮

男 60代

郷土のシン ボルとしてとても好感を 持っています

河川敷を もっと利用しやすくしてほしい
環境保全を 主として清潔にして、水道は生活に大切な自然です。それなりに上流も下
流住民も大切に可愛がりましょう
魚のすめる 環境の整備、野鳥の来る 場所の整備のためには漁協など の協力にて川
の砂を 掘り、掘った砂を 土木場など に活用。また公共の場の砂場や学校など に供給
する 。各利用団体の権利主張が強すぎる

98 広島県広島市安佐北区可部東

女 40代

下流のほうは整備されている が、安佐北〜安佐南の辺りを 整備してスポーツ 公園・
ドッグラ ン を 作ってほしい

汚いので掃除が必要

台風等で破壊された河岸が田舎に入る ほど 手付かずが現状です。支流を 見てくださ
い。そして山を 見てください。山・川・海は続いている のです。環境を 考えたとき、川だ 環境問題は自分の手元から実行しよ う。廃棄物を 山に投入する 人が目立つよ うで
99 広島県広島市安佐北区可部東

女 60代

けではだめなのです。山の手入れを 元気なボラ ン ティアを 集めクリーン 運動を 持続 す。必ず廃棄収集日に出すことを 実行しよ う。山はゴミを 食べません。皆様の口に
する ことが大事です。皆様のマナーの低下は少子化時代にとってまず親から実行し 入る 水が汚れる ことを 知っている か？農家にも影響が大です
ましょう

100 広島県広島市安佐北区三入南

男 70歳以上

101 広島県広島市南区仁保

男 70歳以上

102 広島県広島市南区翠

女 30代

103 広島県広島市南区翠

男 50代

かなり整備されてきたが広島市内の川ではヘドロ がたまっている ところもある

女 70歳以上

してほしい

流量を 調節できないか

川周辺に桜の木があり、春になる とお花見で賑わい川沿いを ドラ イ ブ する ときれい
です。緑がある 川だと思います

男 50代

106 広島県広島市南区旭

女 30代

皆実町のほうも川沿いがきれいになり、桜が宇品方面まで続いたらいいなと思いま
す。太田川がきれいな川で写真を 撮りたくなる よ うな、これからもずーっとそういう川
であってほしいです

高潮対策後の堤防が整備されて市民の散歩等に配慮される ことは嬉しいことです。
川底に自転車等の廃棄物が投げ捨ててあり、引き上げ清掃を してほしい

か感心する よ うなものがあったらと思います。せせらぎ公園は何度も遊びに行きとっ
てもよ い場所だったと思います

105 広島県広島市南区丹那新町

作り出すことにもなる

水の供給範囲と量は川の規模に比べて大きいと思われる ので水源には十分に配慮 下流部河床の状況は、放水路は良好と考えられる が他の川でも蜆が生息できる よ う

観光の船ももっと川のきれいなところから来た方には不評でした。ど こから来ても何
104 広島県広島市南区東雲本町

泳いだり貝堀を したりできる 。自然と親しめる 川になる といい。このことが海の自然を

昔は基町等で泳げたものですが最近はそういうことがありません。悲しいことです

水質がよ くなって、堤防の親水用階段から下りて水の中に入って遊べる よ うになって
ほしい。ゴミのない投棄物のない自然豊かな川になってほしい。京橋川ラ ン ニン グ
が両岸にある が、左岸のコン クリート舗装は土に戻してほしい
魚やいろいろな生き物が住める 川になる よ うに、海も含めてきれいな水域を 作って
いってほしいです
生物と環境が共存する よ うな礎となる よ うな川になってほしいです

川のある 都市の特性を 生かした街づくりに大きな力を 見せてくれている と思います。
川の良さを 感じ、川のある 環境づくりに努めていくことを 住んでいる 私たち がもっと

良好な水質を 保った川でいる こと

意識付けていかなければならないと思います
太田川流域及び市内の支流を 整備されてもいい。中流・下流において動植物等が

107 広島県広島市南区皆実町

男 50代

108 広島県広島市南区向洋本町

女 70歳以上

昔に比べてずいぶんよ くなったと思います

109 広島県広島市南区出汐

男 40代

環境の維持を 保っている と思う

110 広島県広島市安佐南区西原

男 30代

111 広島県広島市安佐南区

女 40代

112 広島県広島市安佐南区中須

113 広島県広島市安佐南区川内

男 70歳以上

男 50代

114 広島県広島市安佐南区

男 70歳以上

115 広島県広島市安佐南区

女 50代

116 広島県広島市安佐南区西原
117 広島県広島市安佐南区西原

118 広島県広島市安佐南区高取北

119 広島県広島市安佐南区大町西

女 40代
男 60代

男 70歳以上

女 20代

少ない

全国に知られる 広島の川として水の都のイ メージを 強調されたい
さらに堤防を 高くする 等災害に備えて改良を よ ろしくお願いします
大雨によ る 浸水等災害マップ の配布と住民の認識の向上が必要。災害時の緊急対
応の策定

災害に強い川作りを お願いします。水質はど の様にしたらよ くなる のでしょうか？県
民・市民一人ひとりの心がけしかないのでしょうか
下流域（特に市街部）の護岸整備は進んでいる が、市街地を 離れた直後の流域部
分の整備にもう少し力を 入れてほしい

古川沿いに住んでいますが、７年の整備を してもらいとてもよ くなりました。ありがとう
ござ いました。これからも頑張ってください
川の生物（水鳥・淡水魚・蛍等）の住める 川にしてほしい。護岸整備も通り一遍の整
備・修復でなく屈曲した流れの場合、水流の激しくぶつかる 岸壁は特に頑丈にしたほ
うが良いと思う

比較的良い環境が維持されている 。この状態を よ り維持していくためにも今後ともメ
ン テナン スによ り力を 入れていく必要がある

防災と環境維持の両立が必要。近年やもする と環境維持の世論が先行して防災の
観点がおろそかになる 傾向がある 。太田川においても河床の土砂堆積が進んでお
り、整備する 必要がある のではないか？

山に保水能力がないので山林所有者に山の手入れを お願いする 。当然政府もそれ
に対する 支援を すべきである

台風が来ても災害が起きない川になる ことを 望みます
犬を 散歩させている 人が多く、糞があち こち に捨ててある のが不愉快です。対策を

太田川近くに住んでいる ので洪水が心配です

お願いします

太田川の土手の環境について、旧市内とその他で道路等の整備に差がありすぎる 。 水質がこれ以上悪化しないよ うにみんなで気を つけていく。そのための広報は欠か
安佐南区周辺ももっと歩道を きれいにしてほしい

せないと思う

他県にないよ うな水量の豊かさを 持っている 。これを いつまでも大切にみんなで心

水の豊かさときれいさを 市民の宝としたい。自慢できる 一つの財産としてそれを 広く市

がけたいものだと思います

民に広報してほしい

外人・大阪人が来ても美しいという。だが、昔の本川はゴミ・犬猫の死体・オイ ルが

不平要求を 述べる と終わりがない。むしろ、日本の川の飲料水は世界一だと思いま

ずっと川辺を 流れていた。でも、川の中ほど で水泳中、のど が渇いたら飲んでいた。 す。私方へ外人が来て洗濯を 半日見ている 。夜は飲む。帰路はボトルに入れて持ち
また、基町が切れ、宇品が切れ、吉島が切れていつも床下浸水していた。今はそれ

帰る 。その技術を 公社を 作って韓国・台湾なりに売り込んでゆきその利益を また川の

がない

保護に使ってはど うでしょうか。災害対策の答えとは違いますが私の考えです

上流の水は本当にきれいだと思う

年中楽しめる 場所になってほしい
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問４

問５
川はきれいなほうが良い。年配の方に聞くと昔はうなぎを 取って夕飯にしたとか、もち

120 広島県広島市安佐北区あさひが丘

女 30代

テニスコートやバーベキューを したり、遊べる ところがあっていい。木があって汚く見 ろん泳いだといっていました。我が家にも小さい子供がいますので本当にうらやましく
思います。きれいな生き物のたくさんいる 川になってほしいです。災害も心配です

える 。水が汚い。ボートがたくさんある

が、護岸工事は生き物の減少につながる と聞きましたので、反対したいです

121 広島県広島市安佐南区東原

女 60代

広島にはたくさんの川がありそこに生息する 動植物や魚など 自然がいっぱい楽しめ 水と人間との共存・・。自然災害は防ぎよ うもありませんからいかに被害を 少なくでき
る 素晴らしい川だと思っています

る かは人間の知恵と工夫でできそうです

三篠や八木で車を 止めてスポーツ できる スペースがあっていいと思う。広島の大き

近くに住んでいる 人がボラ ン ティアでゴミを 拾ったりしていつまでもきれいな太田川で

な川といえば太田川のイ メージがあります

あってほしいと思う

122 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 20代

123 広島県広島市安佐南区緑井

男 50代

楽しめる 場としての整備は現状でよ い

124 広島県広島市安佐南区緑井

女 30代

水質はいいのかもしれないけど 、見た目の水が汚い黒い

125 広島県広島市安佐南区長束西

男 60代

126 広島県安芸郡海田町南本町

女 30代

広島を 代表する 川。もっときれいにゴミのない美しい川になればいいです

127 広島県安芸郡海田町石原

男 70歳以上

中流・下流の環境整備は着実に進んでいる と思います

洪水によ る 災害防止も必要ですが、水不足で水道が利用できなくなる よ うなことのな
いよ う対策してください
祇園大橋・新庄橋・三滝方面の土手が広いのにもったいない。もう少し車も下りられ
て春には桜の名所のよ うになればいいのにと思う
昔のよ うに多種の魚介類の住んでいた川に戻してほしい
街の中にある ゴミがなくならないのに川からゴミを なくすなんてできないのでしょうが、
もっと水と親しめる よ う、美しい川になりますよ うに！
全国的なブ ラ ン ド力向上と周辺住民の生活の安心・向上のため今後一層の環境整
備を 望みたい
平和都市広島に相応しい太田川にすべきと考えます。特にスポーツ ・文化・自然を
楽しめる 川として（例えばドイ ツ のラ イ ン 川、フラ ン スのセーヌ 川等を 参考に）、平

128 広島県広島市安佐南区川内

男 50代

中流域に関しては整備が必要と思う。上流域の堤防強化も必要

和の象徴として「さすが広島」だと思われる 川を 目指すべき。中でも中流域の整備を
中心に上流域は自然に力点を おき、下流域は都市の中心としての整備を 進める べ
きである 。定年を 迎える 私も太田川についてある べき姿を 考えたい。自然を 大切に
する において「蛍」が成育する 川にすべき

タニシが石に全く付着していない。石についている 水ゴケが汚い。近年アユが捕れな
129 広島県広島市安佐南区中筋

男 60代

い。以上の点で水がきれいになっている とは思えない。団地等からの排水が浄化槽
を 通して太田川に流されている のではないか？

東京都の一部のよ うに生活排水は川に流さず浄水場まで下水道で流すよ うにすれ
ば良い

広島中心部の都市景観に良いイ メージを もたらしている と思います。もっと整備して 地球温暖化で台風が大型化する 傾向があり、洪水が益々心配になる 中で洪水対策

130 広島県広島市安佐南区東野

男 40代

ヨーロ ッパの景観に近づける と観光にもプ ラ スになる と思います

にさらに力を 入れる べきです。洪水ハザードマップ を 見てゾ ッとしています

131 広島県広島市安佐南区西原

男 40代

以前と比べてはきれいになったと思いますが、まだまだ汚れている と思います

もう少し水がきれいになってほしいと思います

132 広島県広島市安佐南区相田

男 40代

下流域の川底が汚い

水質の向上、浸水の恐れがある 箇所の整備

うち の方はすぐ 道路に水が上がってくる のであまり太田川には良いイ メージを 持っ

133 広島県東広島市西条町田口

女 30代

134 広島県広島市安佐北区安佐町後山

男 20歳未満

水もきれいでアユなど の生物もたくさんいる いい川だと思う

川の水を きれいにして生息する 生物を 増やす

135 広島県安芸郡海田町浜角

女 40代

だんだんと河川の整備がされ心地よ いですが、水質はまだまだの感じがします

水質が益々よ くなる ことを 願います

136 広島県安芸郡海田町南幸町

女 30代

ていない。水質が良くても人や物に害を 及ぼす川ではいけない

ダムができる ことによ り水量の調節は可能になりましたが、昔ダムがない頃ダムの下
流辺りで川遊びができ、水もとてもきれいでした。今は水が汚くて泳いだり遊んだりで
きず残念です
137 広島県広島市安芸区矢野西

女 60代

十分とはいえないが、一応整備されている と思う
都会であっても大雨時ビ ル街で大水の災害がよ くある 。太田川は広島市民の命の

138 広島県広島市南区皆実町

男 70歳以上

水源です。大切に感謝し、汚さないよ うに子供のときから学校など で教えてもらいた
い。毎年のことです。助け合って太田川を 守りたい

氾濫しない、きち んと整備された川になってほしい

できる 限り自然のままで川の環境を 変えず下流地域の堤防など を 高くする など して
ほしい
きれいな水を 保つよ ういっそうの工夫、整備を 望む
平日は美しい水辺で心休まる 地域でも、梅雨の大雨時に備えて心して自己責任で身
の安全を 守りたい。人に頼らない人を 助けよ うという心を 持ち たい

139 広島県広島市南区皆実町

女 40代

色々なところで水が利用されている ので大切な川だと思う

140 広島県広島市南区上東雲町

男 60代

環境整備がまだまだ不満足だと思う。とにかく一級河川としてはまだまだだと思う

141 広島県広島市南区皆実町

男 60代

142 広島県広島市南区東雲

男 40代

143 広島県呉市吉浦上城町

女 60代

私たち が生活する のに大変役に立っている ことと喜んでおります

自然と親しめる 場であってほしいです

144 広島県江田島市沖美町美能

男 30代

広島の母なる 川としてイ メージがある

もっと市民・県民に対して親しみのある 川となってほしい

145 広島県呉市広古新開

男 60代

もっと底を きれいにしてほしい

146 広島県江田島市大柿町柿浦

男 70歳以上

147 広島県広島市佐伯区倉重

男 30代

148 広島県広島市佐伯区楽々園

女 50代

149 広島県廿日市市大野早時

男 60代

150 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 50代

151 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 60代

152 広島県広島市佐伯区皆賀

男 50代

自然のままの姿で残せる ところはできる だけ残すよ うにしてほしい
全国的に名を はせる 河川になってほしい。太田川といえば広島県、広島県といえば
太田川というよ うに・・・
太田川、太田川水系の整備計画の広報を してほしい

毎日家に水を 届けてくれる 大事な川だと思っています。子供を 連れて遊びにいける
場所がもう少し増えてもいいかなって思います

昔のよ うに多くの生物が生息できる よ うな川になって、その生物を 観察できる 場所や
観察を 指導してくださる 先生の情報がもっとたくさんほしいです。呉地区まで届けてく
ださい

表面は良い感じ。しかし、水が引き川床が出る とヘドロ で汚い。きれいな川とは思え

きれいな川になる と人は自然に川に親しむよ うになる と思います。上流を きれいに

ません

する と市内もよ くなる 。それから沿川は手を 掛けすぎる 。美しいと思いません

日本名水100選に選ばれたのは初めて知りました
郊外に住んでいる ため日頃目にする 下流域の河川敷しか知りませんが、オープ ン
カ フェ 周辺や平和公園内を 歩くとき「この辺に住みたいな」といつも思います
水量の少ない地域が目立ち ます

今後も良質の水を 保ち 続け、子供たち が安心して遊べる 太田川であってほしいと思
います
災害対策を してください。そして、このよ うなチラ シを また期待しています
護岸が軟弱そうなところも多々あります

水質がきれいになってきている よ うに思える が、さらに美しい川になる よ う気を つけ
てもらいたい
ボート等係留し商売している 。洪水時には危険で景観もよ くない。営業を 許可してい
る ことも問題では？

上流の森林整備など を して豊かな海を 育てる 良い川に育ててほしい
上流には植林を 促進し、大雨時に一気に流れ出る ことなく時間を 掛けて流れて出て
くる 「自流」を 増し、浸水・洪水に備える 。地下水だと水がきれいになり川もきれいに
なる

他都市に比べて渇水になる ことが少なく、また水質がよ く料理にあった水源となって

今の環境を 守り、上流の森林を 大切にし、いつまでも流域の方々の「命の水」として

いる よ うに思います。上流のダムの功罪はある と思いますがほぼ満足しています

利用できる よ うにみんなで守っていきたいと思います

広島は夏場の雨が少なくても断水になる ことはほとんど ありません。これは太田川が 自然災害だけはど うする こともできませんが、発生したときに少しでも被害が少なくて
153 広島県広島市佐伯区五日市

女 60代

ある からでしょうか。また他の県から来た人が広島の水はおいしいといわれます。広 すむよ うに堤防の整備・ダム・水門等の整備・活用が必要。よ く分かりませんが、山
島に住んでいる ものとして太田川がいつまでもきれいで、水量豊かで災害の少ない

を 削って団地がたくさんできていますが、それも自然災害を 大きくする 一つの要因に

川である よ うに願っています

なっている のではないでしょうか

オープ ン カ フェ ができたりテレビ のニュースでは知っていたが直接あまり見てないの

154 広島県広島市佐伯区

女 30代

155 広島県広島市西区鈴が峰町

女 30代

156 広島県広島市佐伯区河内南

男 60代

大雨など で川が汚物で汚れた場合なかなか撤去されない

川の汚れや水質検査を 常時チェ ックしてすばやい改善・対策を お願いします

157 広島県広島市東区福田

女 40代

水が汚い。コン クリートの護岸が続く

水を きれいにして生物が住める よ うに、川で泳げる よ うに

158 広島県広島市東区上温品

男 60代

これ以上水が汚れないこと！昔は駅前の太田川で泳いでいた

自然と親しめ川で泳いだり水遊びができる 場所

159 広島県広島市東区福田

男 30代

生活排水など の流れを 少なくしてヘドロ の少ないきれいな川にしてほしいです

上流で洪水にならないよ うにのり面作りや川幅の広さなど を 考えてほしいです

で行ってみたいと思った
浸水する 恐れがある 地域がある 家屋の方々が、今回の台風で不安になられている
と思います

子供たち と遊べる よ うなきれいな川を 保ってほしい
早めの災害対策を してあげてほしいです

リバークルーズを もっと観光として利用する なら川水を 増やし上流にも行ける 様に
160 広島県広島市南区大州

男 40代

河岸整備が全体的にみればまだ不十分な場所もある と思う

161 広島県広島市南区西蟹屋

女 70歳以上

以前に比べる ときれいになったと実感しています

162 広島県広島市東区尾長西

女 50代

163 広島県広島市東区戸坂くる め木

男 70歳以上

すれば太田川の自然というものを アピ ールできる のではないか。広島の太田川は地
元にとっては大切な川なので、地域全員で自然環境というものに取り組んでいければ
よい

せっかく広い河川敷がある のでもっと自由にしじみ掘りなど できる よ うにしてほしいで
す
私は戸坂に住んでおり、大芝水門までの流域が大雨時には不安な状態になる 。管理
が重要と思われる

男 70歳以上

男 50代

上流から徐々に整備されている が河川敷は通常時には県市民の憩いの場として老
若男女によ り利用できる 設備が望ましい。利用料金は少々負担する ことでもいいと

豊かな水量と水質を 保ち 、景観に優れた川になってほしい。広島にはにぎわい・憩

空間を 創出する 。京橋川河岸の堤に張り付けてある 植物を 各所に拡張する 。ポン いの場所が少ない。適所にカ フェ テリア、日曜土曜市、コン サートなど の催しを 誘致
プ 場の出口が見苦しいので美的に改修する 。

165 広島県広島市東区福田

ガードレールを 繋げてほしい。自然豊かな環境を 後世にも残してほしい

思う

駅前福屋裏の川辺・周辺を 観光面からも美的に整備する 。川辺の適所ににぎわい
164 広島県広島市中区鶴見町

昔のよ うに美しく、きれいな水の流れる 川にしてほしいなと思います

して河岸・川辺周辺で楽しめる よ うにしてほしい

国土交通省中国地方整備局が太田川にど の様な仕事を している のか教えてください 今後ど の様な整備計画がある のか教えてください
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問５
太田川沿線の住民が平和に幸せに暮らせる よ ういつまでも穏やかに流れ続けてほ

166 広島県広島市東区牛田東

男 70歳以上

広島市にとってまさに母なる 川である

167 広島県広島市南区猿猴橋町

女 30代

現在の環境については良いと思います。渇水対策はど うなのでしょうか？

168 広島県広島市南区段原

女 60代

水遊びのできる 場所がもっとほしい（小さいうち から川に関心を 持たせる ）

169 広島県広島市南区大州

170 広島県広島市中区上幟町

男 30代

女 40代

しい

太田川の上・中流はとても水もきれいでいろんな生物もいて素晴らしいのに下流は
お世辞にもきれいとはいえない

男 40代

地域住民の行事の場として使ってもらう（川の良さ・怖さ・大切さを 大人から子供に伝
える ）
太田川はこの町（広島）の顔といってもいいくらいの川で、川が汚れている と町全体
が汚れている ことと同じなので、やはりきれいにしていく。そして川を 汚さない努力を
する ことだと思います

川幅が広い割には護岸があまり丈夫に見えない。不法係留の船など 災害時に危なく
美観も損なう。空の青空が写る よ うなきれいな川になってほしい
普段下流域しかなじみがありません。オープ ン カ フェ ・雁木タクシーなど 水辺になじ

171 広島県呉市内神町

川沿いのサイ クリン グロ ードを 上流までつなげてほしい

む取り組みが取り入れられいいことだと思います。みんなが水環境の美化を 考える
よ うになったら良いと思います
水上ジェ ットを する ものが多く、他県からの観光客等の目が気になる 。エリアを 限定

他県から引っ越してきた私は、川と橋の多さに驚きました。せっかく橋が生活の一部と
して重要な役割を 果たしている ので、もっと歴史的な役割や名前など 一つ一つの橋
を アピ ールしてほしい
みんなが意識しないと環境を 保つのは難しいと思います。みんなの意識付けを 図る
施策を 継続して実施する ことが必要だと思います

172 広島県広島市安佐南区西原

男 30代

173 広島県広島市安佐南区東野

男 50代

水量が少ないのでもう少し増やしてほしい。魚が上れる よ うに魚道を 増やしてほしい 水質を 保つ。上流の山に木を たくさん増やす。泳げる 場所を 確保してほしい

174 広島県広島市安佐南区緑井

男 30代

大雨など に増水している からそれらにはもう少し備えてはど うでしょうか

175 広島県広島市安佐南区緑井

男 70歳以上

川底が汚い。川に物を 投げ入れないよ うに罰則を 設けていただきたい

する べき

子供の遊ぶところを 多く作ってほしい

祇園新橋から安芸大橋の間、また安芸大橋から安佐大橋の間に車など 通れて渡れ
る 橋がほしいです。あと川沿いに散歩道があればよ いです
四万十川までは行かなくてももう少しきれいにし、水泳ができたり食べられる 魚が捕
れたり特にうなぎ・えび等捕れる よ うになればいいと思う。要する に川を きれいにし
ていただきたい

他県における 大河の洪水等を ニュースで見る たび広島市の太田川沿川地域のこと
176 広島県広島市安佐南区沼田町伴

男 50代

が心配でならない。ひとたび堤防が壊れたらど れほど の被害が起きる かと考える と

気候の変化に伴い、安全基準の見直しを 早急に行うべき

不安になる 。建設当時と現在及び未来の降水量では大きな差がある のではないか
177 広島県広島市安佐南区

男 50代

太田川のお陰で生渇水に不自由もなく、とてもありがたいと思っている
上流のダムでは土砂がたまり、下流の海岸部では砂がなくなり海岸が後退し砂浜がな

178 広島県広島市安佐南区

男 40代

くなっている 。放流時に砂も流れる よ うにしてもらい、環境があまり変わらないよ うに
してほしい

179 広島県広島市安佐南区毘沙門台

女 50代

180 広島県広島市東区牛田新町

女 70歳以上

181 広島県広島市東区愛宕町

女 40代

太田川は生活に密着した大切な水として管理される こと
発電・渇水・飲料水確保の点で水を ためる ダムを 作り安定で安心の施策を 希望しま
す

水質が年々悪くなっている よ うに感じる 。昔のよ うに生き物がたくさんいなくなり、住

生き物がたくさん住んでいて水質がよ くなり、緑が豊かな自然が豊かである 太田川を

みづらい環境になっている

望む

牛田新町ゴルフ場の左側は草がぼうぼうだったのがきれいになったが、高齢者なの
で階段に手すりを つけてほしい

高齢者の憩いの場になればと思います
危険もある と思うし、悪用もある と思うが川岸で散歩したいと思っても車が入れない

以前よ りゴミが減ってきれいになったと思う。場所によ ってはまだ汚いところがある

よ う鍵がかけられている ところが多い。整備して施設化する のではなく何とか気軽に
川岸を 利用できればと思う

広島市民にとって重要な水を 供給してくれる 川であり、自然環境を 守ってくれてい
182 広島県広島市安佐南区大町西

男 40代

る 。この川を 次世代に引き継ぐ べく守り育てなくてはいけないと考えている 。特に環
境保護を 身近なところで実行してほしい

183 広島県呉市警固屋

女 20代

184 広島県広島市安佐北区安佐町小河内

男 50代

上流にもっと木を 植える ことなど 、太田川を 守り育てる ための１５０年計画が必要で
あり市民もボラ ン ティアとして参画する ことが肝要である

広島にとってとても重要な水資源を 持っている 川なので、維持管理を 徹底していかな 風水害時の緊急のときにすばやい対応が出来る よ うに整備していかなければならな
ければならない

いと思う

一番に住民の生命・財産を 守る ことであり、市民が水不足で大変困ったことがありま
したか？特に中流・下流域の整備を ダムの放流の管理もしてほしい

下流域は堤防が整備されており、また市民の憩いの場所など にも力を 入れている
が、上流域はほとんど 整備されていない。早急に安心して生活できる 環境にしてほし
い
平成１８年８月に送水トン ネルが崩落して断水になった地区があります。その地区の

185 広島県呉市阿賀南

女 50代

人たち は本当にお困りになったことと思います。水は人間にとって必要不可欠であり
ます。日常の点検を よ ろしくお願いします

186 広島県庄原市東城町川東

女 60代

「太田川」がこんなに広域的なのは初めて知りました

187 広島県呉市吉浦神賀町

男 70歳以上

砂・石が多すぎる 。少し売ればよ い（昔は取っていたはず）

188 広島県広島市西区庚午北

男 50代

多方面に多用途に活用する というのは大変でしょうが、まず安全で地球環境に配慮
する ことだと思います
土日だけでなくいつでも川へ車の乗り入れができる よ うにしてほしい。平日アユ釣り
に行っても駐車場がない

広島市の旧市内では高潮対策事業もほぼ施工済みであり、親水護岸もかなり整備さ 安佐北区可部から上流とそれに流れ込む鈴張川、水内川等の支流の河川改修が進
れ徐々に「水の都」と呼ぶに相応しくなってきている と思います
大雨のないときはきれいだと思っている が、放水したときは上流よ り流れてくる ゴミが

むことを 期待しております

189 広島県広島市西区己斐上

男 70歳以上

190 広島県広島市西区田方

男 70歳以上

物の廃棄場所にしない

災害の起きないよ うに願う

191 広島県広島市西区田方

女 40代

汚くて泳げないと思っていたが、今回水遊び・アユ釣りが出来ている ので驚いた

きれいな水質・親しめる 川

192 広島県広島市東区矢賀

女 60代

公園ウォ ーキン グさせていただきましたが、川がきれいでゆとりのある 場所だと思い

193 広島県安芸郡府中町千代

男 60代

山間部が未だ整備が必要だと感じている 。市内については良好と思う

「水の都」広島ということで川を 利用し船下り等観光の目玉にすれば良い

194 広島県安芸郡府中町青崎東

男 60代

違法船舶は確保し防災機能を 高くすべきです

三角州の町としての歴史的施設を 生活域にも感じられる 街づくりを すべきと思います
みんなが心がけてゴミなど 捨てないよ うに

多く下流に流出してくる

日頃よ りみんなでゴミを 落とさないよ うにしてください

川だけの問題でないと思いますがゴミが多いよ うな気がします。今年初めてせせらぎ
ました

195 広島県広島市中区鶴見町

女 60代

川がだいぶきれいになってうれしい

196 広島県広島市南区宇品西

男 60代

親水広場を 多く作ってほしい

災害のない河川にしてほしい

197 広島県広島市西区観音新町

男 50代

堤防を 強化しながら散歩道や自転車道を 今以上に作っていく

きれいな水で今以上に小魚が生息できる よ うに石で川に卵が生みやすくする

県民の関心度を 高める 策を 高低両面よ り推進ＰＲする 。あまり関心を 持っていない
198 広島県安芸郡府中町柳ケ丘

男 60代

県民、周辺市民が多すぎる と思われる 。よ って、まずは今回のよ うな現状報道とイ
ベン ト開催等で関係する 情報を もっともっと広める こと。災害対策も自然文化を 通し
て理解度を 広め深めていく活動を しないと対策認可を 取りにくいのでは・・？

199 広島県安芸郡府中町柳ケ丘

女 50代

女 30代

域が台風時に浸水する 恐れがある と知り驚きました。水質がよ いというのは街中な

太田川の水や周りの山々を 利用する だけ利用しておいて、たまに出る 大水のために
男 40代

ません

な水の流れを 守ってほしいです

のに意外で嬉しい驚きです

201 広島県広島市東区戸坂山根

作りに期待します。都心部・平野部の配水対策も平行推進する ことは言うまでもあり

台地など ができて水枯れしている 銘水が多くある と聞きます。元来の水の流れ、自然

水質が良い上流の自然を 守ってほしい
普段は安全である ことが当たり前と思っていましたが、今回自分たち が住んでいる 地

200 広島県広島市中区江波栄町

里山系ビ オトープ も強力に進めて山＆川の回復が原点、全て原点に戻っての施策

さらにダムやコン クリで川を 痛めつける のは可愛そうです。今の太田川はまだきれい
だし、生物も多く水道水も美味しいと思います

災害対策を きち んとして安心して暮らせる よ うにしていただきたいです。水質・環境は
今後も良い状態を 保っていけたら良いと思います

まわりの山々を 自然林にして保護する ことこそ川にとっても海にとっても最良の方策
と思います

広島にはなくてはならない川なのに、それが忘れられている よ うである 。市民が太田 広島名物の一つになる よ うに市民に愛される 川になる べきである 。防災にも力を 入

202 広島県安芸郡府中町大須

男 30代

川を 意識する ことが少ないと思う

れつつ市民が気軽に入れる 場になってほしいものである

203 広島県広島市中区南竹屋町

男 50代

堤防は比較的整備されている

市民の憩いの場にしてほしい

204 広島県広島市中区江波西

女 20歳未満

緑豊かな自然に恵まれ、水辺に人々が集い広島の平和の象徴である と思う

平和と安らぎを 感じられる 川であってほしいです

205 広島県広島市中区昭和町

男 70歳以上

206 広島県安芸郡府中町鶴江

男 50代

昔遊んだ頃の川に戻ってほしい。川沿いの町内会・企業等の協力を 要請し、エリア内 川魚等が住める 自然あふれる 川になる こと。水上バイ ク航行の禁止。船によ る バ
の清掃・除草を 実施。川魚の放流・河口に住む小動物の導入、川岸の植物の育成

私は毎朝夜明けと共に大芝水門・北大橋・公平橋を 渡って５０分くらい散歩していま
207 広島県広島市東区牛田新町

女 60代

す。ブ ルーの美しいラ イ トが道に３点づつ光り、３６５日毎朝違った表情を 見せてく
れます。２０年以上続けており、今では「母なる 太田川」私の苦しみや楽しみを 知って
くれています
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ス・交通タクシーの増便

他県に比べて太田川は美しいと思いますが、上流の方はよ く分かりません。中国新
聞の記者さんもど うされている のか、毎朝祈りながら川を 見つめています。防災第一
で次が美しい川ではないでしょうか

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

大雨が降ってダムを 放流する ときに、ダムに堆積している 砂を 一緒に流すことを 考
208 広島県広島市中区吉島新町

男 50代

えてほしい。下流が海の砂が入っている ので、いろんな生物がいなくなっている よ う
に思う。特にハマグリ

209 広島県広島市中区広瀬町

210 広島県広島市安佐南区中筋

男 70歳以上

女 30代

男 40代

よ り一層の水質向上と、山林の保全によ り洪水を 防ぐ 役割に徹してほしい

幼い頃から身近にある 美しい川として誇りに思っています。特に可部よ り上流の景

地球の環境が変化する 現代、未来は一体ど のよ うな気候になり、生活が変化する

色は大好きです。しかし、最近は、土石流で川の堤防が壊され、新聞記者の方がなく のか不安です。自然災害に備えた整備はもち ろん、管理する 側の危機意識の向上
なったり、ショ ックでした。もう少し、災害に対する 整備の見直しが必要です（環境が

や、生活する われわれの意識も変えなければならない時でしょうか。行政の積極的な

変化している から）

対応と情報の開示を 期待しています。

つ。自然保護のためなのでしょうか。また、予算を 掛けて整備すればよ いというもの
でもないかもしれませんが

212 広島県安芸郡府中町柳ケ丘
213 広島県安芸郡府中町みくまり
214 広島県広島市安佐南区

女 70歳以上

215 広島県広島市安佐南区

女 50代

男 70歳以上

していました。そんな川になる ことを 望みます。
おいしい水、多くの生物が生息し、豊かな川を 保ってもらいたい。もう車のとおる 道

い。

はいらないのでは？

川を きれいにする ことも、汚染する ことも、人間のする ことで、一人一人が気を つけ 昔のよ うなきれいな川に。水がきれいでめだかが多くすむよ うな川になる よ うに望み
る よ うにする 事が大切だと思う

ます

水の都だと思っている (太田川）

いろいろな面で安全な川であってほしい。水質も今まで以上に良くなってほしい

トン ）を 流してほしい。各家庭の生活排水がかなり昔よ り化学物質が多くなり、少ない
水量のため汚している 。各家庭から直接川に流さぬPRを

217 広島県広島市中区大手町

男 40代

218 広島県廿日市市丸石

男 70歳以上

219 広島県廿日市市福面

男 60代

水質が良いとの事ですが、実際の見た目は美しさが下流ではもうひとつのよ うな気が
します。

女 60代

整備には人手がない。森林組合にお願いする しかありません。そのためには補助金
を 増額して森林組合の活動に期待しております。（良いお考えのアン ケート調査に太
田川域住民として感謝申し上げます）
世界遺産を 抱える 相生橋付近の水の見た目を 良くする ことに力を 注いでほしい。
私たち の少年時代の時のよ うな山海河を 望みます。美しさを 守り、日本を 忘れては

いる のがよ くわかります。各地方の河川も同じ。広島は水の都です。水を 大切にす

いけません。子孫に伝えていきましょう。美しい日本を 守りましょう。世界の中の国で

る ことは市民のためです。

生水を 飲むことのできる 国は２つあり、そのうち の1つが日本です。

橋を もっと広くしてほしい。道よ り橋が狭い。橋に美化を 。今の橋は人や車が通る こ 堤防の上の道を 広くして、自動車がもっと多く通れる よ うにしてもらいたい。上流から
とのみを 中心にでき、美がない。

下流まで川に沿って道がある と良い

現在はおいしい水と感じています。上流の皆さまが汚れたものを 流さないよ う、お願
いします。

221 広島県東広島市黒瀬町市飯田

自然環境を 守る には樹木の役割が大切です。荒れた山では保水できません。山の

江戸時代よ りの図面を 私は見ており、川の流れを 変更しても、また別に河を 作って

東広島に住んでいます。太田川の水を 飲んでいますので、水質が気になりますが、
220 広島県東広島市西条町御薗宇

だきたい

水質が悪くなったのでは。下水道の整備を 求めます。源流地域に力を 入れてくださ

1番太田川を だめにしている のは多くのダムを 作ったこと。常に一定の水量(毎秒30
216 広島県広島市安佐北区安佐町久地

市民の水源およ び広島県の栄養源として自然とのバラ ン スを 考慮して開発していた

己斐に住んでいました。小学生の頃は川で泳いだり、しじみを 取って夕食のおかずに

女 60代
男 70歳以上

らないほうが良い

都市を 流れる 川としてはきれいな水質を 保っている 。

戸坂あたりでも川の中州あたりに雑木が生い茂っていたりして、未整備の場所も目立
211 広島県安芸郡府中町柳ケ丘

時がたてば川の流れも変わる もの。ダムもそのうち 壊れる もの。これ以上、ダムは作

男 60代

下水道の早期完成(上流の）。堤防が切れないよ う強くする ことが大事と思います。
雨の降りよ うが変わってきましたので。
太田川水系の山林保護

きれいな水の流れる 川にしてほしい。これから夏になりますが、川に裸足で入ってみ 広島と言うと川の町というイ メージがあります。私たち の町は太田川の水の供給を 受
222 広島県東広島市黒瀬町兼広

男 60代

たいと思わせる 美しい水の流れる 川に…。これは国だけではだめで、皆がその意識

けていますが、県民に水の大切さを もう少し声を 大にしてアピ ールしてほしい。そして

(大切にする 心）を 持つことが大切だと思います。

緑豊かな町(街）広島を 期待しています。皆で考えよ う！

水量も多く美しい河川を 広島市内では景観に生かすことができていないよ うに感じ
る 。京都市の鴨川河川敷のよ うに、川の周囲を すべて憩いの空間にする 事ができ
223 広島県東広島市安芸津町大田

女 30代

れば、災害時の水量の増加にもゆとりを 持って対応する ことができる のではないだろ
うか。また、水質の改善など も、安芸津町までは情報がなかなか入ってこない。水道
水として利用している ので、月ごとや季節ごとの水質の状態など を 身近なところから
知りたい。

224 広島県山県郡北広島町都志見

男 60代

225 広島県廿日市市宮園

男 50代

226 広島県廿日市市住吉

男 60代

227 広島県廿日市市串戸

男 50代

228 広島県廿日市市佐方

男 60代

暑い夏には思わず水遊びを したくなり、寒い冬にはカ モメたち を 見ながらぼんやりす
ごせる …そんなゆる い時間を 過ごせる 豊かな空間が市内にも実現できる と嬉しい。
災害対策のために堤防を 高くしたり、川底の掃除を する だけでは、今後の温暖化に
よ る 異常気象の対応にはとても追いつかないだろう。人も川も豊かに共存できる 形
を 求める ことが必要なのではないか。

西宗川上流に管理・整備を する よ うな役所の広報など を 出し、地域の住民との会合 私は西宗川上流に住んでおり、旧豊戸町内を 通る 西宗川を 県・国など はもう少し力
など を 作ってやってほしい

を いれて管理・整備して、美しい西宗川にしたい

今後ますます異常気象が想定され、防災面からの整備は最重要と考えます。合わ

我々の子供時代のよ うに川で泳いだりホタルが飛んだり水遊びができる 、そのよ うな

せ、泳いだり遊んだりできる 親水の場ともしてほしい。

川の整備・復活を 望む

漁業組合の力が強すぎる 。特別組合員だけの占用

自然災害にすべて対応(何十年に発生？）する のには無理なので、対処方法(災害
時）を 徹底周知、認識の啓蒙活動がよ り必要ではないかと思います。

区域を 撤去する 。全部国民のものにする 。アユ釣りが好きです。あまりにも漁業組
合が威張っている よ うに思える ！
水は上流(山・林）が発生、流れてくる ので、山を 大切にする ことに力を 入れたらよ い
と思います。杉・檜の植林を 減らし、広葉樹林の山を よ り多く育てる ことが必要(山の
保水力を 高める ）
春夏秋冬楽しく遊べる 場を 作る

自然が残り、人工的な土木建造物も気にならないし、水もきれいである が、水量が少 河川流域は、自然に恵まれ、緑が多く、水鳥が集まり、川には多くの魚が住む、澄み
229 広島県安芸郡海田町南昭和町
230 広島県広島市安芸区矢野東

男 70歳以上
男 30代

ないせいもあり、川原の石が汚れ、清流とは言い難いと思います。下流では汚水の

切った川であってほしい。ダムに水を 溜める ことも大事なことだが、川の水量が多け

流入も気になる 。

れば満点だ。

きれいである

自然災害を 少しでも防いでほしい

平常時の安佐町付近の水量は昔に比べて少なく、一因として水質の悪化、生物の減
少等が考えられます。また、河川敷の樹木も手入れがなされず、民有地との境界も
231 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 70歳以上

ハッキリしていない現状です。こうした日常管理の不備によ る 問題点が論じられず、
災害時だけ太田川に目が向くことだけではいけません。河川の美化、周辺地の管理
(民間委託・ボラ ン ティアの協力)水質浄化等と中心に積極的に施策を 求めます。将

問4を 充分に履行し、清流と周辺地の手入れを 継続的に実施していただければ、ふ
る さと山河がよ みがえり、都会に住む人の観光・レジャーに身近な自然遊休地として
歴史遺産の継承となります

来必ず飲料水不足が危惧されます。
昔の川舟が下った位の水量には早く戻せ。観光面にももっと川砂を とってほしい。グ
源流を 訪ねる 会員としてまた山カ ブ 技官として昔の西中国山地のブ ナ林の山を 切り リーン の黒ぶち を 。可部・今田のつり橋のかきかえ、この木つり橋を 。可部大和○○
232 広島県広島市安佐北区亀山

男 50代

すぎた為、保水力なくなった。小生も昭和33〜39年ごろ川で泳いでいたが、水量も多 の裏にあった枝でわたる 歩道を 。可部今田にて簡易トイ レの設置を 。夏場は草地ウ
くきれいな清流でした。中国電力の発電用ダム用水を 取りすぎないこと。川の汚れで ン チだらけ。前、大雨のとき、樽床ダムのゲートを 全開したことしている 。そのとき、
川石にコケつきすぎ川に入る のにもまくれる 。

下の川床の石みえる ほど 放流したとしている 。そのためくろぶち の上流はして本流れ
る 。またふち も浅くなる 。(その他解読不明）

233 広島県廿日市市地御前北
234 広島県広島市中区江波南
235 広島県広島市中区吉島東

男 50代
男 50代
女 30代

236 広島県広島市西区三滝本町

男 50代

237 広島県広島市安佐北区

男 50代

住民が被害に会わない環境にしてほしい

広島市内の川がきたないので、もっときれいにしてほしい

海に近いところでの水質はまだ良くないと思う。きれいにする よ う改善すべきであ

日本でも有名となる 緑と清らかな水の川となる よ うに、住民、企業自治体で実現に向

る。

けて努力してゆくことを 望みます

太田川の上流・中流域のことはよ く知らなかったので、アユ釣りや水遊びができる の 広島で一番大きな太田川。子供達にはしっかり太田川について学び、生活の一部と
なら、行動範囲を 広げてみよ うと思います

して育ってほしいです。小学校など の活動で取り入れてほしいです

川の周りがきれいになり、川のごみが少なくなったと思います。ボートとか小舟も少な
くなったがまだ少しあります。なくなったらいいと思います。
全国的に見て太田川の水質はいい。いつまでもきれいな水であってほしい。
アスファ ルト・コン クリートの使用で地面に水がしみこまず、川に流れる し、川はコン

238 広島県安芸郡府中町大通

男 40代

クリートで囲ってしまい、雨が降る と水量は増え、流れも早くなる 。コン クリ等での堤
防整備が進むのもど んなものか。

239 広島県広島市西区高須台

男 30代

240 広島県広島市中区吉島新町

男 40代

241 広島県広島市中区白島九軒町

女 40代

242 広島県広島市安佐南区川内

男 30代

他県に比べて整備が進んでいる と思う。水質は岡山の旭川、高梁川など よ り劣る の
では

など は別としても上流・中流など について自然と共存できる よ うに検討できないか
水質の維持、さらなる 浄化を 図ってほしい

の取り組みを お願いしたい

す

の流れを ながめながらすごせる 場がほしいです

川が汚い（特に京橋川）ので、太田川およ び広島湾の徹底浄化を

太田川、広島湾を 浄化し、各種生物が生息し、自由に収穫できる 空間に

採りを し…川沿いでギャラ リーを やらせてもらったこともあり、この街で川に親しんで
いる ことを 嬉しく思う。「広島の水がおいしい」というのは、幸せなこと。もっとPRした
い

244 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイ ム

災害に強く、人が親しめる 川になればと思う。堤防のあり方も考えてはど うか？下流

今まで意識したことがなかったのでわからない。これから意識して見に行こうと思いま 災害対策が第一です。あまり、人工的に作りすぎず自然と人が集まれる のんびり水

害時には急を 知らせる 電光表示の塔（？）が見え、自分自身も春には堤で「つくし」
女 50代

水質を 悪化させない

良質の水質を 保ってほしい。他県の災害を 他山の石として、災害対策について先手

水質が良いと感じています

川沿いの道路を バスで行くとき、鳥が憩う小島が見え、ゴルフを 楽しむ人が見え、災
243 広島県広島市東区上大須賀町

堤防の強化し、浸水しない川にしてほしい

上と同時に、豪雨の後など 、河川敷が泥とごみだらけになっている のを 見る のはつ
らい。ごみ問題は「公」の仕事ではなく、市民個々人のモラ ルの問題なんでしょうけ
ど ・・・ど うすればいいんでしょうね。ごみを 拾うことを イ ベン ト化する よ うな催しで
もっと啓蒙する とか？
水質がもっときれいになればよ い。会社や個人経営の人たち が危険な廃棄物を 流さ

女 60代

ないよ う徹底を
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住所

245 広島県広島市西区三篠町

性
別

年
齢

女 30代

問４

問５

私が幼い頃よ り、きれいになったよ うな気がします(下流）。河川敷が整備されている
個所も多く、散歩や自然を 楽しめる のが良いと思います

水質がよ く、いつまでも魚や自然が楽しめる 川であってほしい。私たち が気を つける
べきこと「大切にする 意識」を 持ち たい。最近は豪雨が頻繁にある ので、設備強化
が今まで以上に必要だと思います
海の水が干潮になったときに流れてくる 水がきれいである と思われる よ うになってほ

246 広島県広島市中区十日市町

男 70歳以上

農薬・除草剤など 人間にも悪影響を 及ぼすとわかりながら太田川へ垂れ流しになっ

しいと思います。生臭い腐ったよ うな感じを 抱いたことがありましたが、小生一人では

た農業です。工場排水と同様何か打つ手はないでしょうか

ないと思います。（場所）広瀬橋の上。風が上流から下流に海の方向に動いている と
き、干潮時によ く臭います

247 広島県広島市中区吉島西

女 40代

刑務所から少年鑑別所までの春の桜がきれいです。川に置いている 船は景観を 崩

あさりが住める 川になってほしい。ツ ル、カ モ、ウミネコが今よ り10倍増えて観光客

すのでごみにして捨ててほしい。持ち 主に罰金を ！

が吉島西へたくさん来てほしい

災害対策として堤防の強化は必要だと思う。しかしながら自然のままの川がなくなって
248 広島県広島市西区観音新町

女 40代

いる よ うに思う。きれいに整備する のもわかる が、あまりにも作られた川でないよ う 一番望ましいのはごみもなく、魚達が住みやすい環境を 作る ことではないでしょうか

249 広島県広島市中区紙屋町

男 40代

広島の母なる 川・太田川

250 広島県広島市安佐南区東野

男 50代

高潮対策の早急な整備を 望みます

251 広島県広島市安佐南区東野

女

少しずつ川のほとりの木を 伐採してマサを いれている ことは良いと思う

観光客が来て広島の川はきれいだなといわれる よ うにしてほしい

252 広島県安芸郡府中町山田

女 50代

太田川の上流のことはよ くわからないが、市内はかなり整備されている と思う

昔の環境を 取り戻し、川の水が生活の一部に利用できる よ うな川になってほしい

253 広島県安芸郡熊野町平谷

女 20代

に思う。
川泳ぎができる 川になる こと
中流部の平時の流水が確保され、環境が良くなる ことを 望みます（中電の利用の制
限も必要ではないでしょうか）

太田川の水がど のよ うに使われている かまったくと言っていいほど 無知ででした。熊 これからはいつ災害が起こってもおかしくない世の中で、自然を 守りつつ堤防の強
野もその太田川を 使用させてもらっている なんてびっくりです。また、日本名水100に 化等に励んでいただきたいです。難しいことだと思いますが、今以上に川の質を 落と
さず環境に配慮した方法で太田川を 守っていってほしいと切に願います。

選ばれたと言うことで、誇りに思っています

254 広島県広島市西区己斐上

男 50代

255 広島県広島市中区上八丁堀

男 30代

256 広島県広島市中区小網町

女 30代

不許可のレジャーボートなど を 橋の欄干に係留して放置、撤収させないなど 、対策
が甘すぎる 。特に本川が目立つ（縦割り行政の弊害）
下流部での水質向上が必要

男 70歳以上

川内の駐車場など もってのほか。川底部の手入れがまる でなっていない。ダムの建
設はまったくの無駄
更なる 水質向上を 望みたい
あまり身近ではないので、潮干狩りとか川のイ ベン トを 交えて防災を 呼びかけたり、
意識づける よ うにすればいい

護岸工事は進んだが、一部川岸ぎりぎりに人家がある ところもある (天満川右岸、観
257 広島県広島市西区横川町

都市部の人口集中を 排除して河川被害を 少なくする よ うな対策を 採る べき。本来河

音本町一丁目ほか）ウォ ーキン グを している が、川岸の歩道がよ く整備されていて
橋の下を くぐ って通れる よ うになり、快適なウォ ークも楽しめる 。川の中の歩道を
もっと作ってほしい

昔は川で泳いでいた。死ぬまでそれは望めないかもしれない。環境整備ができれば、
きれいな川も実現できる と思う。せっかく豊富な水に恵まれている のだから、それを
生かして河川敷にプ ールを 作って浄化した水を 注ぎ込んで市民が楽しめる 水浴の場
を 作りたいもの。また、太田川に生息する 魚貝類等を 集めたミニ水族館ができたら
皆見に行くよ
たくさん川がある ので、川のそばで楽しめる ことを ど んど ん増やし、賑わいがあれば

258 広島県広島市中区江波本町

女 40代

広島のよ うに川の多いところは少ないと思います。災害など マイ ナス面もある かもし よ いと思う。また、自然に触れる 機会、親しめる よ うにイ ベン トなど が多くあればよ
れないが、プ ラ ス面を 考え、しっかり生活に利用していくと良いと思う

い（お祭り、フリーマーケット、軽スポーツ 、川の生き物とのふれあい）この紙面で知
らなかったこともあり、勉強になりました。

259 広島県広島市中区舟入町

男 40代

260 広島県広島市中区十日市町

女 20代

261 広島県広島市東区東蟹屋町

男 70歳以上

プ レジャーボート撤去を 希望します。水質向上のために、個々の意識を 再確認し、
日々の生活の中で努めていく必要がある と思います。
特に意識してなかったです。でもこれを 機にち ょっと考えてみよ うと思いました

良好な水質を 保ち 、安心して生活できる ことを 望みます
今回はじめて太田川の水は高く評価されている ことを 知りました。これからもそれを
保ってほしいです。（今まで水道水はすごく飲むのに抵抗がありました）

最近は台風によ る 太田川の氾濫によ る 水害も大変少なくなっており、終戦後は高橋 戦前〜戦後昭和２５年過ぎごろまでは安佐大橋・八木堰堤付近、安芸大橋付近で夏
町小田、矢口、戸坂安芸大橋付近が堤防が切れて湖のよ うになったことを 記憶して

は水浴して泳いだりしていましたが、川岸に近い場所で簡易プ ールのよ うな場所を 設

いますが、近年はほとんど 上流地区でも水の被害は少なくなっており安心しています ける ことも検討してもらえればと思います。
262 広島県広島市中区光南

男 50代

駐車場は有料にして整備費用に使う

263 広島県広島市南区仁保南

女 40代

以前に比べる と水質もきれいになり、沿川の緑も少しは増え、良くなったと思います

264 広島県広島市中区江波南

男 20代

265 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイ ム

女 60代

266 広島県広島市中区江波南

女 50代

河川敷の利用は使用しない。川幅すべてに水が流れる

私は魚釣りが好きなので太田川でアユやサツ キマスやサクラ マスなど を 釣ってみた
いと思います

他県の川で有名な場所は、伝統的な川行事も多いですが、太田川はそこの点が欠け
る と思います。観光客を 増やすためにも何か行事がある といいと思います
太田川を 拠点とした観光スポットを 考えてみてはいかがでしょうか

イ メージとして水質がよ く清流、雄大な川と思います

洪水、土砂災害など が起こらない対策を していただきたいです

整備されている ところとされていないところの差が大きすぎる よ うに感じる (徐々にさ

透明度のある 川であり、緑あふれる 河川敷(なりつつある と思ってますが）。江波は

れている とは思うが）。河川敷等の利用を もう少し完備してほしい。日陰の部分を 作

人口が(マン ショ ン がたくさん建ったので）増している が、何かあったとき学校だけで

る とか

は対応できないのではないか

昔に比べて大変きれいに見た目は整備されている が、生き物が昔のよ うに住める 水 護岸整備され川べりを 歩くのが気持ち よ い。子供達が水と親しめる 場所がたくさんで
267 広島県広島市南区宇品神田

女 50代

質なのか心配。各家庭も生活排水等に極力気を 配って、水の質を 守る ために協力し きたらよ いと思う。広島は全国に誇れる よ うな川が市街地に流れている ので、市民
観光客ともに集って楽しめる よ うな賑わいの場が増える と良い

ないといけない
個人としては所々遊ぶ場はある けれど 、知っていてもなかなかいいな〜と思うだけで
268 広島県広島市中区白島北町

女 30代

利用できていないので、団体として何か定期のイ ベン トを 催していけばもっと川と人
が密着できる のでは。(定期でないと人は定着しない）。民間だと高い場所代ではなか

あち こち で○○イ ベン トが周知され人があふれる 太田川

なか開催できない。市がもっと力を 入れる べき(フリーマーケットなど ）
269 広島県広島市安佐北区
270 広島県安芸郡府中町山田

男 40代
男 60代

271 広島県広島市南区青崎

女 20代

272 広島県東広島市高屋高美が丘

男 50代

273 広島県広島市東区馬木

女 40代

274 広島県広島市安佐南区伴東

女 60代

275 広島県広島市安佐南区沼田町伴

男 40代

環境的にはほぼ満足している

市民の憩いの場としての整備を 望みます

川の水が少ない場所がある のは問題だ。下流がいつも危険にさらされている 。川の すべての川の実態を 調査して、適正な水量を コン トロ ールできる よ うにする こと。市
整備が遅れている のではないか

民の意識を 高め、きれいな川にする よ う皆で実践する こと

あまり環境が良くなくて、学校の太田川探検にもいけなかったけど 、以前行ったとき
は自然のすごくいい環境でした
太田川は広島の代表的な三角州を 形成する すばらしい川です。これからも自然な川
を 維持していくことが私たち の生活を よ り豊かにしてくれる ものと考えます
プ レジャーボートの係留が目に付く

災害対策も万全なところ
人と自然が融合したすばらしい太田川を これからも(人工的にだけでなく)維持して
いってほしいと思います。平素から太田川水系の管理に努力されている 国交省太田
川河川事務所の方々に感謝しています
ごみの不法投棄を しっかり取り締まってほしい

東京方面からきたお友達から広島は太田川があり「ほっとして落ち 着く」と言われ、改 日ごろよ り災害時等ご苦労下さり感謝。水辺のコン サートやピ クニックなど 市民に安
めて川について考えたところにこの広報！アン ケートに答える 気分になった

らぎを 与える 環境を よ り保全していただける よ うご活躍ください
少々の大雨や台風でも、普段からの備え、自然的なつくりで対応できる よ うになれば
よ いとおもいます

昭和３０年頃、川の水が透き通ってて泳いでいて砂や魚が見えていた。そんな川が懐

276 広島県広島市中区基町

女 60代

277 広島県広島市中区大手町

男 60代

278 広島県広島市中区西白島町

男 70歳以上

「自然の中で生活する 」の考え方が大切で、人が自然を 制する ことはできない

科学が万能ではない。自然を よ く知る ことが大切

279 広島県広島市東区牛田中

男 60代

昔は太田川の花火大会があってよ かった

太田川の周りで皆が遊べる よ うにしてほしい

280 広島県広島市中区江波南

女 40代

281 広島県広島市南区

男 40代

下流の川は下りにくい

下流に砂地を 多く

282 広島県広島市安佐南区長束

女 60代

283 広島県広島市安佐南区

男 60代

かしい。今は沼のよ うな汚い川
クリーン 太田川の清掃に毎年参加していますが、独自に何回か回数を 増やし、多く
の人が川を きれいにする 意識を もつよ うなキャン ペーン を する と良いと思います

太田川に続いている 下水道そばに住んでいます。蚊がいつも発生し公害です。１ヶ
月１回整備しないと太田川の環境にも悪いと思います

昔のよ うな上記のよ うな川になればいいと思います。皆さんのモラ ルの問題ですね

多くの人に愛される 太田川に

下水道を きれいにしないと全部太田川につながっています

水には多大の恩恵を 蒙っている が、川とは隔絶されており、災害の源である かのご 河川の施策だけでは自然と仲良くする ことはできない。上流部を 含めた流域全体、さ
とき感を 持たされる のは不本意である

らに大きく地球規模で考えよ とは言われている とおりである

①ウォ ーキン グコースとしてよ く利用している ②環境整備(緑）水辺の花など 楽しめ
284 広島県広島市安佐南区大町西

女 60代

る よ うに③ごみが目に付くので、ボラ ン ティアの人たち できれいにする 仕組みを

地域の自然と親しめる 場所として総合的に整備を お願いしたい

作ってもらえば協力したい
285 広島県広島市安佐南区西原

男 70歳以上

河川敷を 整備して多目的に利用（スポーツ 、イ ベン トなど ）できる 場としてほしい

百年に一度の大洪水でも守れる よ う完璧な護岸対策を 徹底してほしい

286 広島県広島市安佐南区

男 20代

県北で毎回台風のときに川が氾濫して中のものが使用できなくなって困った

川の氾濫が無くなる よ うにしてほしい

287 広島県広島市南区皆実町

女 50代

干潮の川を 見てとても驚いたことがあります。自転車等とてもごみが多く捨てられてい
ます。川清掃できないものでしょうか

7/76

水と触れ合う場所として、やはり遊べる きれいな川を 取り戻したい

Ｎｏ ．

住所

288 広島県呉市畝原町

性
別

年
齢

女 60代

289 広島県安芸郡府中町宮の町

女 30代

290 広島県安芸郡府中町浜田

女 40代

291 広島県広島市中区東白島町

男 60代

292 広島県広島市東区戸坂桜東町

女 50代

293 広島県東広島市西条中央

女 30代

294 広島県広島市南区皆実町

女 40代

295 広島県広島市東区牛田新町

男 40代

296 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 60代

297 広島県広島市西区竜王町

女 40代

298 広島県広島市中区東平塚町

男 50代

299 広島県広島市中区江波二本松

男 60代

300 広島県広島市中区河原町

女 70歳以上

問４

問５

広島市だけでなく周辺の市へも水が供給されている と昨年の断水で知った。命の水

私たち を 支えてくれる 源なので、水質、防災両方良好でいてほしいです。大雨になら

がめだと思いました

ないよ うに、温暖化、異常気象に負けないよ うに

きれいな川が身近にある ことはとても幸せなことだと思います。いつも整備を してくだ 自然を 活かして、災害の危険からは守ってくれる 広島のシン ボルとして未来に残して
さってありがとうござ います

ほしい

生まれてからずっと川は身近なところにあり現在はいろいろ整備され、スポーツ 、フ
リーマーケットなど 見かけますが、とても親しみやすくいいと思います

女 50代

れました。市民ひとり一人が心がけて川を きれいにする ことが大人の責任ですね
市外に強い、人とともに生きる 太田川。特に他都市にない水がきれい。これを この
まま持続させる 施策
合っている ことが大事である と思うから。
私の見た限りでは、広島の川の中ではきれいなほうだと思う

ツ が楽しめる 場所として環境は充分整備されている と思います

ほしい
もう少し川沿いで皆が憩える 場所を 提供してほしい

現在旧市内に６本の川がある が、ほとんど の河川で不法係留のボートが数多くある よ く土手を 散歩している が、場所によ って大型ごみの廃棄物がある が、撤去・取締り
が、徹底的に取り締まってほしい（※自動車の駐車違反の取締りと同様にすべき）

流・中流地区の水量を 増やしてほしい

のあたりは水量が多かったのが懐かしい

ニール袋など 浮いていたりその他のごみがよ く見かけられる 。また、異臭がする 事

上のよ うなことを 少しずつ改善してもらえる といいと思う。沿川の草を 刈って緑の木
を 増やしてほしい
もっときれいな川になってほしい
今まで以上にきれいで安全な水になり、人々も水遊び、釣りができ、川やその周りの
木々を うやまい、ごみ一つない川となってほしいです

まだまだ汚れの多いところ、ごみの捨て場になっている ところがある 。啓発や監視も
必要。特に大雨が降る と、浅いところに捨てたごみが増水によ り流出する 。台風のと
きは陸のごみが川に流れ込み、橋の通路、平素から監視・奉仕を 依頼しても整備が
必要。(ごみがたまっている ）陸のごみが川に流れ込まないよ う、一生懸命ごみを 拾
う。

男 20歳未満

を 強化して平和都市にふさわしい環境作りを 推進してもらいたい

広島市街地では水量も多くきれいな川を 毎日眺めて気持ち よ く暮らしていますが、上 現在の水質を 悪くしないよ う皆できれいな川を 守る こと。子供の頃は可部太田川橋

清らかなイ メージ

307 広島県広島市西区草津南

識や災害対策を 強化し、生命・財産を 守る 「太田川」にしてほしい

ことを 見かけない。大人は魚釣り、また泳いだりもしていた。懐かしく思う

女 30代

女 40代

す

太田川を 望める マン ショ ン に住んでいる が心が癒される

303 広島県廿日市市六本松

306 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東

別にたいして不満、望みはありませんが、水質管理だけは怠ってほしくないと思いま

太田川といったら、昔は夏休みになる と皆で泳ぎに行っていた。今はぜんぜんそんな 太田川も被害、危険なところもある と思うけど 、安心して遊べる ところを 数多く作って

日本名水１００選に選ばれた状態を 大切に維持してほしい

男 60代

山〜川〜海のつながりが大切である

魚や鳥が多く生息し、自然を 身近に感じさせ、ラ ン ニン グ、野球、ゴルフなど スポー 最近の自然災害は予想を 越える ほど の大きさになっています。日ごろからの防災意

男 30代

305 広島県広島市安芸区中野東

は手足を 水につける ことが大切でしょう

対して無理な圧力のかからない程度でお願いしたいと思います

302 広島県広島市西区大芝

男 70歳以上

よ うにして貰いたいと思います

一部賑わいがあり、人が集まる 場所がある というのがいいことだと思う。その風景に 今後何らかの開発を 行う場合は、自然を なる べく残しつつ、多くの生物、周辺住民に

がある

304 広島県広島市西区己斐本町

ほしいです。下流域の浸水被害には整備が必要で、たびたび浸水の被害が起きない

旧市街区のことですが、私達の子供の頃、川で泳ぐ のが楽しみだった。蜆もたくさんと 川の水につかり、自分で自由に遊べる 川であってほしい。船も音楽も良いが、まず

川の中に大型ごみ（自転車、電器製品）など がある のを 見たことがある 。また、ビ
301 広島県広島市西区楠木町

今までのよ うにあまり人の手を 加えず、川を 汚さないよ うにして今のままの姿でいて

国の治水事業の先進地(川）であったが、川を ど のよ うに使う、利用する かこれから
の人の心構え、年の一度の一斉清掃ではきれいにならない。今考えられている のは
ごみを 捨てない、汚さないの心構え。これが一番。時には若い人、子供達を 外国でも
日本でも先進地見学やPR、IT利用の映像流して啓発。子供の頃から聞いている 昭和
の初期から改修されて今に及ぶ太田川放水路のほとりに住んで幸せ。未来もそうあ
りたい

家族で楽しめる 場所、たとえば(散歩、ウォ ーキン グ）お弁当持参で楽しめる 場所な
ど

皆が太田川でお金を かけず楽しめる よ うに改善する

日本名水100選に選ばれる など 、もっと誇りに思うべきで、なおかつそれを 維持して 上・中流域の災害対策と広島県が今年からはじめた森林税の使途とのかかわりも気
いくための努力も必要

になる ところ。川と山のつながりも考えてほしい

もうち ょっと水を きれいにする ために浄化セン ターを 作ったほうがいい

今目にしない魚が出てくる よ うな川にしたい（きれいな水にしたい）

市内はいくつもの川でよ い風景だと思うが、事故など はあまり聞かないが当局の
308 広島県広島市西区庚午中

女 70歳以上

方々の努力でしょうが、一番怖いのは天災と大水ですね。これに対して堤防の強化は 平和で人の心を 和ませてくれる 川であってほしいです。恐ろしい川にならないよ う、
人力を 尽くすしかないのではないでしょうか。平和な川も暴れたときはこわいですから 専門家の方々で末永く続く、強い堤防が作られますよ う、お願い申し上げます
ね
車で走っていていつもきれいだなと思っていますが、犬の散歩されている 方の、い

309 広島県広島市西区古江東町

女 50代

らっしゃる だけで何も手に持っていない方を 見ますけど 、これはマナーになっていな
いなと思います。子供達が遊ぶときのことは考えてないのかな。もっとかんがえないと
ね

310 広島県広島市西区井口鈴が台

女 40代

311 広島県広島市南区霞

男 30代

オープ ン カ フェ や水辺のコン サートなど 川の景観を 生かしている

太田川のことを 色々考えていられる ことが本当にうれしいですね。川を 汚さないこと
も個人個人が大切にしないとね。川にポイ 捨てを しないよ うに。県・市の方々が色々
考えてもらっている ので安心しておきますよ
子供が安心して水に親しむことができる よ うな場所を もっと増やしてほしい

緑も多く、川辺の環境は良い。一番問題なのは川の水の汚れです。現在上流の栄橋
の西詰にボート乗り場の廃屋がある 。これにいつも川の流れがさえぎられ、ごみが
312 広島県広島市中区上幟町

女 70歳以上

流れずたまって、とてもきたない。早朝など ど ぶのよ うな悪臭がする ことがある 。広
島駅にもホテルも多く、観光客も多い場所なので、ぜひこの廃屋(ボート乗り場）を 撤

水辺の賑わいの場所にする 以前に、きれいな川の水にする 事が先決だと思う。ま
た、流れがよ いことは防災につながる 。ぜひよ ろしくお願いします

去して水の流れ絵を 良くしてほしい
太田川放水路の中に遊び場を 作る のに土を 盛り上げて作っていますが、放水路の
313 広島県広島市西区己斐上

男 60代

許容水量がそのかさ上げの分、庚午地区、また両岸へ浸水してくる のではないか心

314 広島県広島市安佐南区中筋

男 50代

最近の太田川は水位が低いよ うに思う。雨の量が少ないからか？

配です。その分堤防を 高くしてほしい。車で走る ときも落ち そうで心配

315 広島県広島市中区舟入幸町

男 70歳以上

316 広島県東広島市高屋高美が丘

男 60代

今月はじめ雨が降った後川がにごり白い泡が多く浮いていたのです。本川で。何故で
しょう。お聞かせください

私の田舎の川のよ うにホタルが飛んでいる よ うな川になればよ いと思う
安全安心な太田川でありますよ う祈る のみです

太田川の下流(横川方面）はよ く整備されていますが、安佐南区(戸坂方面）は樹木が 災害対策だけなら、遊び場など (ゴルフ場）撤去して川幅を 広げる べきです。ごみのな
多く川幅も狭く感じる

いきれいな太田川であってほしい

水質がかなり改善されている と思う。全域において安心して水遊びができる よ う一層 動植物にとっての環境保全にも注力していただきたい。たとえば魚類が遡上できる 流
317 広島県東広島市高屋町高屋堀

318 広島県広島市南区宇品神田

男 60代

女 30代

の改善を お願いします。気になる 点は、旧市内の河川に不法係留している プ レ

路を 拡充する ことや流域の植林や山林の整備を 呼びかける こと。護岸や川底は生

ジャーボートの一掃に務めていただきたい

物の住処になる よ うな構造とする こと

上流ではアユ釣りなど されている 方がいる ので、本来は水質の良い川だと思います
太田川の水は広島市内だけでなく、ほかの地域の方にとっても大切な水だと思いま

319 広島県広島市佐伯区八幡が丘

女 50代

す。一人一人が家庭からの排水に気を つけたり、川にごみを 捨てたりしないよ う、皆
で大切に守っていくべきだと思います。また、子供達は日ごろから川で遊びながら自
然の大切さを 学んで成長してほしいです

320 広島県廿日市市阿品

男 50代

川岸の整備がされて以前よ りきれいになったと思います

321 広島県廿日市市宮島口西

女 20代

全体的に見て堤防など が整備されている ので、水遊びできる よ うな場所が少ない

322 広島県広島市安芸区船越

男 20代

地域の人々に愛されてとてもきれいな川だが、災害対策にあまり力を 入れていない

323 広島県安芸郡府中町鹿籠

男 20代

324 広島県広島市安佐南区

女 50代

325 広島県安芸郡府中町八幡

女 20歳未満

326 広島県広島市中区千田町

男 30代

下流でも安心して釣りしたり泳いだりできる よ う市民と協力してきれいにしていきたい
です
災害が起きないよ う、安全でそして美しい河川であってほしいです。暑い日には川で
涼を とったり、ボートで遊んだり、マナーを 守りながら犬の散歩を して知らない人とも
声を 掛け合って過ごせる よ うな、そんな身近な憩いの場所になってほしいです
景観がこれからも保たれていくことを 期待します
子供が小さいので、川幅が広く水深も浅く、流れが緩やかな場所を レクリエーショ ン
の場所として整備してほしい
きれいな川でありつつ、地球温暖化に対応できる よ うにしてほしい。また、川の再利
用ができたらよ いなあと思います
今までど おりでよ いと思う

台風や大雨のときはすごく心配です。毎年のよ うに被害に合うところもある よ うで

いつまでもきれいな太田川であってほしいです。ごみも多く、美化に努めてほしいで

す。災害対策を しっかりしてほしい

す。広島の大事な水ですので、大切にして次の世代に渡せる よ う協力したいです

前、牛田浄水場の水は太田川からきてる と聞きました。なので、もう少し川の水を き
れいにしてほしい
少しずつ改修されている が、全体計画や構想が不明確なので単に工事が通行や散

もう少し自然を 増やしてほしい。子供がいつでも楽しめる 場所にしてほしい

両岸を 、車道と分離して安心して歩く走れる 健康スポーツ ロ ードがあれば、上流(中

歩の妨げになっている かのよ うな誤解を 感じる 。堤防を 歩いていて、砂がたまりすぎ 流）までさかのぼれて嬉しい。各川や橋の名称を もっと表示してほしい。（なかなか覚
えられないので）河川博物館はもうありましたか？（新旧の違いを 知りたい）

て、いつも浅いよ うに感じる

川の前に山を 考える べき。いくら川を 人間の都合で整備しても、下の山がだめでは
327 広島県廿日市市須賀

女 40代

近代的になりすぎた

ど うにもならない。広島県は日本ではじめて「日本一多くの木を 植えた男」宮脇昭さん
にど うする べきか問うべきである
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住所

328 広島県安芸郡府中町浜田

性
別

年
齢

女 20歳未満

問４

問５

雨が降ったり台風のときなど は、すぐ 氾濫してしまうと聞いたので、雨の日など は少し
近づきたくない感じがします

男 40代

面増水に対する 岸辺の耐力が低く、特に中流域、支流合流域の災害が起こりやすく
なっている 。本流でなく、支流の流量制御が必要なのかもしれないと思う

330 広島県広島市中区江波南

女 50代

331 広島県安芸郡府中町八幡

男 60代

332 広島県広島市中区江波南

男 20歳未満

か、許可を もらわなければいけないのか、よ くわからないので、周辺住民にだけ情
報を 提供する のではなく、遠くの人にもわかりやすく教えてほしい

かなり、川岸を 自然に保ったまま治水する ことに気遣われている と思う。当然その反
329 広島県広島市安佐南区

川の沿岸にゴルフ場やテニスコートがある のを 見ましたが、勝手に利用してよ いの

コン クリート護岸が多い。大都市を 流れている 割には水がきれい
１年間通して水の量が少ない(ダムの水を 一定量毎日流して川の魚が取れる 川に
なってない）
あまりキレではなくヘドロ がたまってくさい。ごみも多く泡が立っている 。魚はまあまあ
いる が種類が少ない。コン クリートで固めてあってあまりきれいな川だとは思えない

太田川を 美しい川に保てる 人々に守られる 川にしたい。川に対する 生活・遊びの方
法を 人に教育・体験してもらう。ソフトウェ アの面を 強化する べきでしょう
自然石を 使った護岸にしてほしいです
昭和３０年頃の水の量になれば夏の太田川も勢いがつくと思う
すべてコン クリートで固めずに緑を 増やして泳げる くらいにしてほしい。災害対策ば
かりでなく川の環境のことも考えてほしい。生物がたくさんいる きれいな川にしてほし
い

水の豊富な広島に住んで幸いです。おいしい水に満足しています。街の中に川があ
333 広島県広島市西区中広町

女 50代

る ことは、緑が豊かにある ことです。それにごみが非常に少なく、きれいに浄化され

緑豊かな自然に恵まれている 広島の山々の伐採は自然災害ではなく、人災につなが

ています。ラ ン ニン グコースなど も設けられ市民の健康増進にもかっています。散

る ものです。むやみやたらに道を 作る ために自然を 破壊する ことは絶対に止めてほ

歩、オープ ン カ フェ 、コン サート、雁木タクシーなど まだまだ素敵な利用価値が生ま しい。自然豊かな太田川を これからも守りつづけてほしいものです
れてくる と思います。
７月２９日に「クリーン 太田川」のごみ拾いが庚午橋付近から実施されます。公衆衛
334 広島県広島市西区高須

男 70歳以上

ど 。昔を 知れば将来に備える 気持ち が深まる と思う

しないのか？とブ ツ クサ言う人がおります
335 広島県広島市東区山根町

男 50代

S１７年頃の祇園の水害で勤労奉仕に行ったこと。S２０年頃の京橋川下流の氾濫、S

生推進協議会など から老人が参加しておりますが、太田川関係の事務所からは参加 ２１年ごろの放水路の庚午堤防潰壊、上流の農家が高洲にまで流されてきたことな

水質の良い川、堤防上でカ フェ など 新しい試みを しており、評価している

高潮対策と背後の町づくりの調整が重要。上流の過疎地域での水防活動は難しくな
る ので、ど うする か検討が必要
「川とヒト」の暮らしには、深い関係がある 。川との関係の直・間接を 問わず、市民責

336 広島県三次市粟屋町

男 50代

広島の「大動脈」太田川。環境という視点で総合的な対策を 持って生活と一体となっ

任の度合いを 高める （行政責任ももち ろん）河川を 利用した「憩い」スペースつくり

たものに。山林整備（落葉樹）を して、川へ海へ栄養のある 流水を

は、そろそろ中止したほうがいいのでは。「ヒトのくらしと自然」のかかわりは必要に応
じて発生する のがよ り自然的では？

市民が安心して飲める 水の確保ができ、休日等は水辺の公園（緑地など ）で親子連

337 広島県三次市四拾貫町

女 60代

338 広島県広島市西区南観音

男 50代

昔と比べてややきれいになった

色のきれいな水にしたい

339 広島県江田島市江田島町江南

男 30代

太田川の水がとても良い

イ ベン トなど を 多くしてほしい

340 広島県廿日市市宮島町(新町)

男 60代

341 広島県広島市佐伯区湯来町下

男 60代

342 広島県安芸高田市八千代町上根

男 50代

河川が汚れている 。引堤ほか(解読不能）

多くの生物生息でき、河川を きれいにしてほしい。流木ほかガラ クタが多い

343 広島県広島市佐伯区杉並台

男 70歳以上

大切な水なのに住民はよ く理解していないので、PRが必要と思う

大切な川だと知り、そして楽しく利用できる 川であってほしい

344 広島県廿日市市津田

男 70歳以上

れ家族等が憩える 、のど かな居場所

生活に欠かすことができない水であり、今後とも水質の安全保持に努めてほしい

川底が見える きれいな水が流れ、川岸がコン クリート剥き出しでなく自然に近い川に
なる ことを 望んでいます
中流域ですでに水がにごりあり、上流ダムで沈殿物を 抜き流され川底のコケに異常

長期間に渡り自然が壊され、水質が変わってきている 。せめて５０年前のレベルに戻

が見られる 。鮎を はじめ清流に育つ魚が成育しにくい

す施策が望まれる 。生活排水の規制、山林の保護育成管理が急務であろう

下流域の治水事業は大変整備されている 。しかし源流に近い農山林部には、大きな 上流山間地の荒廃を まず減らしていくことが大切である 。特に不在地主の責任を 明
落とし穴が見つかる 。中国山地の悪条件を 人為的に克服する のはむずかしいだろう 確にして、管理が難しい所有者が昔の山守りみたいな制度組織に頼んで、荒れた
が、人命保護のための雨量測定と住民への情報提供を 平素から心がける べきだろう 山、田畑を 無くしていく事を 早急に法整備する べきだろう(保水力を 高める ために）
幼・小学生がプ ールではなく川で自由に泳げる よ うに（安全に）川とか海で泳ぐ こと
345 広島県広島市東区中山中町

女 60代

あっち こっち 旅行してみて広島の水はおいしい。豊平、西条とかは特においしい。豊 を 知らない子が多い。高齢化になり、年配の人たち が集える よ うな、今は若向きのコ
平へ行ったときは水を ペットボトルに入れて帰る

ン サートなど ある が、年寄り向きなのも考慮したらと思います。たとえば将棋、囲碁、
ち ょっとした手芸、お茶を 飲みながら）

地球温暖化で多量の雨が降ったり異常気象が起きている 中、災害が起きても安心し
346 広島県広島市南区段原南

女 60代

て暮らせる よ う、整備を お願いしたいです。広島の水はおいしいと言われている こと
に「誇り」を 感じています

すが、その前に感謝すべきことは常に思うこと。空気のよ うな存在になっている が、
男 60代

それにする までには多くの苦労を している 人がいる 。自分達でできる ことは手伝う。
環境を 大切に汚さない。多くの予算がかかっている が、行政には無駄遣いしない（官
製談合しない）社保庁のよ うな官庁にならないよ うに透明性を 高める

348 広島県呉市焼山西

女 50代

349 広島県広島市東区戸坂桜上町

男 50代

350 広島県広島市東区牛田新町

男 60代

351 広島県広島市南区段原

女 30代

広島にとってとても昔からある 大切な川である と思います

女 50代

用排水を なくさなければならない。下水道対策が必要です

男 70歳以上

354 広島県廿日市市宮浜温泉

男 70歳以上

355 広島県東広島市西条町田口

女 30代

356 広島県広島市西区己斐本町

男 70歳以上

357 広島県広島市安佐南区川内

女 20歳未満

水害の少ない、人間としての生活の場があり、水がきれいですぐ 飲める よ うな川、そ
して海の環境にも良い影響を 与える ことができる よ うにする 。住民も海を 利用して事
業している 人、山川を 利用して事業している 人、川を 中心に一体となって私たち の生
活を 一人一人が意識していきたい、協調していきたい

これからも私たち にとって身近な生かされた川であってほしいです

作らなければならない。生食食物連鎖、腐食食物連鎖の環境を 作る ことです
広島市内に近い川は汚い。鳥が群がって木に糞を して気持ち 悪いので何とかしてほ

三冠の太田川は水が澄んでいてきれい

しい。郵便貯金牛田大橋広島テレビ の周り

２０年前は上深川で泳いで遊んでいたのに、今同じ場所は泳げません。家の後ろが

河川敷でスポーツ ができたり、遊ぶスペースができたらいいなー。災害時にも安心で

猿候川だけど 、くさくて汚くて…年々汚れてきてる なあと感じます

きる よ う対策が必要

の管理が心配だ。高速道路を 走っていても荒れた山を 見る と気になる 。樹木・田ん
ぼは最高のダムだから山の管理が大切だ

353 広島県広島市東区戸坂千足

す。川を 守る ためにも家庭でも油を 流さないよ うにしたり、工夫したいです。自然の

一見川底はきれいに見える が、石や砂はヘドロ を かぶっている 。これは上流の家庭 やはり山作りから始めて防災に備える ためにも自然の貯水ダム（水源滋養機能）を

近年住宅地が増えて樹木の数が減ったことが気になっている 。また、上流域での山
352 広島県広島市東区光町

美しい町づくりのためにも、景観を 考えつつ、整備して憩える 場になればと思いま
魚、貝など 美しい川とともに水田が減少しています(災害対策を ）

広島県西部地区の住民に大切な水である 。水は太田川は自分達にとって当たり前で
347 広島県広島市

オープ ン カ フェ など もっと増えればいいと思います。広島は川が多く走っています。

ダムを 作る のではなく、山の樹木の管理を 公が主となってやる べきである 。高齢化
によ り、山の管理が困難になっている ので、若者のボラ ン ティアで山の管理を 行う
べきである 。田畑が減って住宅地になったことで、土地が水を 保てなくなって洪水に
なる のが一番の問題だ。ダムを 作る べきではない

現状を 維持する 努力が必要と思います

生活排水とのかかわりに留意する 事が必要と思います

①河川の中洲など で遊ぶなど はとんでもないこと、禁止する こと②川の中州にある
樹木は伐採撤去する
今までは飲み水と発電、緑の多いところくらいで、浸水は考えたことなかったです

大水が出ても十分耐えうる 態勢にしておくこと
もっと美化に励み、県民皆で使う。太田川の災害予想や備えが必要だと思う。未来に
もきれいな水を 残していきたい

私は去年上流へ校外学習にいきました。そこは生き物がたくさん住み着いていまし
た。わたしの家の近くにある 太田川にはいない生きものがいたのでいい体験になっ

これからもきれいな太田川でいてほしい

た
358 広島県広島市西区

男 40代

現在のよ うに良好な水質保守

歴史など を わかりやすく情報を 提供する
川の近くに住むわたしにとって、大雨や台風のときなど 少々不安になります。消防か

359 広島県広島市西区観音新町

女 30代

太田川にはあまりきれいなイ メージはなく、ましてや日本名水１００選に選ばれていた
ことも知りませんでした

ら放送で注意を 呼びかける 音声も聞こえますが、よ く耳を 凝らしていないと聞き取れ
ません。洪水時の情報を すばやく、わかりやすくしてほしいと思います。川のある 景
色はとても癒される ので、これからも水を 大切にきれいに保てる よ うに学校など でも
子供達に伝えていく必要がある と思います

360 広島県廿日市市陽光台

女 40代

361 広島県広島市南区宇品御幸

男 70歳以上

整備されている 場所と手付かずの場所の差が大きい。災害の被害を 受ける のはい

自然と共存。美しい自然、豊かな水を 守ってほしい。地域の特性を 活かし、皆が楽し

つも同じよ うに思う

める 場であってほしいと思います

川の中州に木が茂っていますが、これらの雑木は切ってはいかがですか

河川の所々にオイ ルフェ ン ス(ゴミ取り用）を 張って、川の流れの途中でゴミを 拾う。
法則的に施行が可能か否かはわかりません

昔（昭和３０年代）よ りも水がきれいになったよ うに思います。ただし下流域について
362 広島県広島市南区

女 50代

ですが・・・きれいに整備されましたが、川とのかかわりは少なくなったと感じます。太

上水道の水源としても良い水質が保てる 川になれば安心

田川あっての広島市でしょう。大切な川
台風、水害など の災害が発生する とき、杉林がよ く崩れたりなぎ倒されたりしている 。 太田川はきれいな川でど こへ旅してもやっぱり太田川はいいなっていつも思います。
363 広島県広島市安佐南区

女 60代

(杉林の中は暗くて何も育っていないよ うに思う場所がたくさんある よ うに思う）去年

水道の水も本当においしいです。(大阪に行ったとき思いました）広島市民の皆が太

そういう倒木が太田川沿いの木々を なぎ倒している のを 見て本当に悲しかったです

田川に誇りに思うよ うしてもらいたい
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住所

364 広島県広島市安佐北区亀山

性
別

年
齢

男 70歳以上

365 広島県広島市西区草津南

女 70歳以上

366 広島県呉市焼山中央

女 50代

問４

問５

水力発電所が多く、発電が火力に比べて公害がないことが良いと思います
天気の良い日車窓から見る 太田川は美しいと思います。護岸工事もされ、水辺も広
くきれいに整備されています
川の街、広島のひとつのシン ボル的役割を 担っている と思います
いろいろな人・団体が色々努力しておられる ことを 感じます。わたし達もグループ で

367 広島県呉市焼山西

女 60代

桜の季節船に乗りましたが、とても素敵でした。オープ ン カ フェ もいいですね。以前
手作りの品を フリーマーケットしていたよ うに思うのですが、今でもある のでしょうか。
楽しかったのですが…

368 広島県呉市宮原

女 30代

太田川の豊かな水のおかげで、この地域でも安心して水道を 利用できる のだと思っ
ています

上水道に利用されていますので、水質の悪化を しないよ う、上流地域では下水の浄
化を 進めて、きれいな水を 流すよ う願っています
大雨で高潮と重なる ときに備えて堤防は強化している ことを 望みます
とうとうと流れる 川の風景は大好きで、町を 豊かにし、人の心を 癒してくれます。いつ
までも美しく、水量豊かな太田川の姿であってほしい
太田川って恩恵にあずかってる のに何も知りません。「太田川探検ツ アー」なんて
あったらいってみたいと思います。冠山には何度か登ったことがありますが、ここが
源流だなんて始めて知りました
できれば自然災害の被害が少なくなる ことが一番だと思いますが、自然が相手では
想定外の被害と言うほうが多いのでは？今までの被害を 考慮して、やはり各分野の
専門の人と対策を していくことが大切なのだと思います
上流・中流はきれいかもしれないけど 、下流域はきれいと思ったことがありません。

369 広島県呉市広白石

女 30代

大雨、台風時でも災害が起こりにくい状態にできないものかと思います

海に近いときれいに見えないのでしょうか。ゴミなど 捨てる ことができないくらいきれ
いな川を 見たいです
災害対策も大切ですが、昨年の江田島のよ うにならないよ うにしてほしい。これも大

太田川はわたし達にとっては欠かせない生命線です。去年の夏の断水のときは本当 きな災害です。そち らの管轄ではないかもしれませんが…。「広島の水」があったの
370 広島県江田島市江田島町鷲部

女 40代

に困りました。水のありがたさを 実感しました。太田川のある おかげでわたし達は生活 ですか？知りませんでした。ありがたいことに昨年はたくさんの水を いただきました。
できています。きれいで皆に親しまれる 太田川であってほしいです

埼玉の水というのを 一体頂いたり、四国・沖縄など 残念ながら広島の水はなかったの
が残念でした。すみません、図々しいですね・・・

371 広島県廿日市市

男 40代

372 広島県廿日市市宮園

男 30代

373 広島県広島市佐伯区杉並台

女 50代

374 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南

男 50代

上流の細い川までコン クリートで固め生態系を 破壊している

上流のコン クリート河川を 元の姿に戻す

現在の広島県西部の発展は太田川なくしてはありえなかった。それほど 太田川の維

現在の各種機能，環境を 維持しつつ，今後の社会の動向，環境の変化に対応した適

持・管理・整備は重要である と思う

切な維持，管理，整備を 慎重に行なうことが望まれる

旧市内の川の緑化が進み，親水性を 高める 機能活動も活性化され，市民の癒しの
空間となっています。水のある 風景は人の心にも潤いを 与え，そしてまた様々な橋は
375 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南

女 40代

もう一つの街の顔になっている と思います。デザイ ン 的に美しい橋もあり，歴史のあ
る 橋の中には思い出もあります。橋には人と人を つなぐ 役割があり，メッセン ジャー
的な要素も感じます。

広島の橋マップ を 作成，水辺の緑化とともに橋にまつわる エピ ソードや由来など を
集め，それらを 残していく。橋もまた，一つの財産，橋の周りを 彫刻や花壇で美化し，
散歩コースとして観光資源に生かす。また，川底を ラ イ トアップ して水のショ ーが
あったら不安を やわらげてくれる 。オープ ン カ フェ や水辺のコン サートなど ，人が
集まる 所から，始めてみたらよ い。滞在型の観光客が少しでも増える のでは？（夜も
充実させる と）

太田川がそんなにきれいだなんて知らなかった。太田川の花火大会が無くなったのが

376 広島県広島市佐伯区藤の木

女 20代

377 広島県広島市西区井口台

女 40代

378 広島県広島市佐伯区三筋

男 60代

下流域が依然と比べ整備されつつある

中流域の整備が必要。洪水，土砂災害が多い

379 広島県広島市安佐南区山本新町

女 30代

川辺で小さい子ど もたち も遊べる よ うな環境であってほしいです

太田川花火大会が戻ってほしいです

380 広島県呉市

男 30代

残念だ。
ほんとに一級河川かと思うくらい水が汚く感じる 。河川敷の駐車場が平日お散歩した
くても利用できないのでとても残念

太田川の水源など を 保水力など が上昇する よ うに，湿原の再生とかの自然共存策
を 実施すればよ い。林道の見直しや護岸工事でのコン クリート→堤防の役割もある
土を すればよ い
381 広島県広島市安芸区中野

女 30代

広島を 代表する 川

安全できれいで楽しい明る いイ メージの太田川
見た目にも美しく，のんびり水辺を 楽しむことができる 川

水道管の交換，ルート変更を する と同時に，市や町など に川や海の水を ろ過したり
雨水を ためる 施設がほしい
もっと良好な水質になって多くの生物が生息できる よ うになってほしい

太田川は広島の宝。大切に守り使わせてもらい，川の恵みに感謝。上流の山，田，
382 広島県安芸郡府中町

女 70歳以上

畑，住民のことを 都会の人はもっと知ってもらいたい。（７８歳まで太田川最上流に住 最上流の川の管理を 丁寧にしてもらいたい。忘れられたところ，荒れている 箇所（住
み生活したものは水に対して川に対して，大切に大切に思い，下流の島に水を 汚さ

民のいない場所は）あります。川づくりの原点を 掘り下げてみてください

ないよ うにしていました。
383 奈良県奈良市

女 20代

飛び石で対岸へ渡る ところもほしい。つり橋や遊べる 橋，飛び込み台なんかある と

緑が多い。もっと舟で遊びたい

いい

私の太田川のイ メージは下流域だけでしたので，正直あまり水がきれいとは思ってい 下流域でも多くの生物が生息でき，自然豊かな川と沿川である ことを 願います。未来
384 広島県広島市安佐南区

女 30代

ませんでした。釣りを している 方を 見かける と「エー?大丈夫なのー？」と思っていまし を 生きる 子ど もたち が安全に幸せに暮らしていける よ う，太田川も（経済発展の著
た。上流や中流では自然に恵まれていたりアユがすめる 川だと，今日はじめて知りま しい今日ではとても難しいこととは思いますが）昔の自然を 取り戻していってほしいと
願います

した
・自転車道の整備はとてもすばらしいと思う。・下流にある オープ ン テラ ス，水辺の
385 広島県広島市安佐南区川内

男 30代

コン サートは川を 有効に利用できている と思う。・増水時に橋梁の下まで水位が迫
る ことがあった。何らかの河川工事は必ず必要と思う。
他県に住んでいた時，そこの川はとても汚く，やはり広島の川はきれいだなあと感じま

386 広島県広島市安佐南区

女 30代

した。太田川は広島の環境のよ さを PRする に欠かすことのできないものだと思いま
す。
太田川の下流域を 目にする ことが多いので，たいていゆったりした川の印象が一番

自然と触れ合える ビ オトープ やテニスコートなど を 作り，もっと有効利用できればよ
いと思う

自然を 壊さない川であってほしいです。蛍が見られる 場所も随分減っています。生き
物が住んでいる ということは川が自然体である 証拠だと思います。
雨が降る と上流域で護岸の崩れる ことを よ く聞くので，そこら辺は整備してほしいで
す。特に生活区域では。でももっと奥ではやはり自然の姿の川の雰囲気を 残してお

387 広島県広島市佐伯区五月が丘

女 50代

388 広島県広島市佐伯区河内南

男 20歳未満

389 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 30代

390 広島県広島市佐伯区

女 60代

現状を 維持してゆけばよ いのではないでしょうか

あまり人の手を 加えないで自然と共生する ことを 希望します

391 広島県江田島市能美町高田

女 60代

下流が汚い

上流のよ うに下流ももっときれいにしてほしいです

392 広島県呉市音戸町田原

男 20代

393 広島県呉市安浦町中央

女 50代

394 広島県

女 50代

395 広島県広島市南区宇品東

女 40代

396 広島県広島市南区翠

男 50代

397 広島県広島市南区東雲

女 60代

398 広島県広島市南区丹那町

女 40代

399 広島県広島市南区宇品御幸

女 60代

400 広島県広島市東区福田

男 30代

401 広島県広島市西区井口台

女 40代

です。でも川がある というだけであまり生活に密着している よ うな感じはしません。
上流と同じよ うに下流もキャン プ 施設など があればいいとおもう
上・中流域はとてもきれいな水で私たち がいかに河を 汚している かということを 感じ
ます。

いてほしいです
みんながふれあえる 場所を もっとたくさん作ってほしい
浸水など の災害のないきれいな川であってほしいと思います

増水時の川に対しては上記○印のよ うに災害に備え強固な太田川に。乾水期の川

高潮，洪水，土砂崩れのない川に。また，スポーツ ，歴史，文化を 発祥する 憩いの

底では市民の憩いの場所づくりとして整備したらいいと思う

場所に利用していけたらよ いだろうと思う

水が汚くて災害時（洪水）が多く住民が防災意識を 持っていないのが多い。私は国土
地理院で勉強して防災とか地形について知っています。
広島のシン ボルとして，他県や諸外国から訪れる 人たち に紹介したいです。川がとて
も似合う広島の町であってほしいと思います。

下水道を つけて，きれいな水で川のそばに緑木を 植えてください
美しい環境を 保って，かつ，広島で暮らす人々の憩いの場であってほしいです

小さい時から親しんできた川である が，大きくなって色々な情報が入ってくる かもしれ 災害に強い太田川が一番。それができて美しいとかの環境整備である と思います。
ませんが，昔からこんなに災害があったのかと思います。

子ど もが遊べ太田川を 創ってもらいたい。

なぜ太田川沿いだけ美しくする のでしょうか？他にも何本の川がありますよ ね。近く

生活重視が一番ですが，美観も必要だと思います。河川敷を 犬の散歩コースは考え

に猿候川があり，少しずつ整備されてはいますが…太田川沿いはジョ ギン グ，散歩 ものですね。また，他県で話題になっている ゴルフの練習も…。みんなの財産だから
など にとってもいいよ うに整備されましたね

行政で厳しくしてもいいのではないですか？

広島を 代表する 川としてみんながもっと親しめたらいいと思います

自然を のこしたまま，みんながほっとくつろげる よ うな，そんな川であってほしいです

太田川（戸坂〜牛田地域）にある ゴルフ場（一部の人が使うだけのもの）は必要な
い。取り除いて川幅を 広げ，きれいな水を 流せる よ うにしてほしい
洪水のたびに（年々）水量が増えていて不安である

今後，海にきれいな水を 流しだせる 川にしていきたい。汚れた川の水で海の生物は
生きていけない！将来の子ど もたち にきれいな川，海を 残して生きた。国・県の行政
はいかに考えている のが知りたい！
洪水のないきれいな川であってほしい

フリーマーケットなど で河川敷が使えたり，使えない日がある らしい…など はっきりし
たことがわからず，あまり魅力がない。もっと親水護岸にして普段から親しめる 場にし Q4に同じ
てほしい。
上・中・下流でそれぞれの特色があり，比較的良好に自然と人口の調和が図られて
402 広島県広島市安芸区矢野南

男 40代

きたが，中山間地域では集落の存続の困難な地区もあり，農地，山林とも荒廃の兆し
がある

里山を 管理し，農地荒廃を 防ぎ，健全な流域を 確保できないと，流域を 含め海域も
良好な環境の維持が困難になる 。広域的な生産力（農林水産の第一次産業的な生
産活動）を 落とさないよ うに沿川を 従来の状態以上に活性化できる 施策を 考える 必
要あり

太田川の横の道路を 通っている ときれいに整備された川辺が見えます。車が止まっ
403 広島県広島市中区江波西

女 30代

てたり，人が集まってる のを 見かける と何してる んだろう？と思ってしまいます。もしフ 河川敷でイ ベン トを し，そこで太田川の紹介コーナーを 設ける
リマとかある なら告知してほしいです
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住所

性
別

年
齢

404 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 60代

405 山口県宇部市

男 50代

406 広島県広島市安佐南区長束

男 50代

問４

問５

昔（昭和２０年代）を 知っている のでオーバーに言えば「天地の差」（今は１０数年前 「きれいな水は森が育む」・災害の起きない（災害レベルの防止UP！）・多くの生物が
よ りよ くなったが…）と感じる

生息でき・人も危険を 感じないで川へ入れる 環境を 目指して… ・森（上流）の整備

最近，自然災害の多発している ので安全上大丈夫か心配である

安全で市民が楽しめる よ うに

管理者として整備と保全が十分できている が，利用者のマナーとか考え方を 住民に

四季を 感じられる 太田川にしてほしい。EX:イ ベン トの変化など によ る 。音楽を 流

指導する こともある 場面が多い

す。草刈の時期に変化を つける

水質も向上し，河川敷の整備も進められてきた。今後，更に良好な環境となる よ う，

407 広島県広島市安佐南区東野

男 50代

408 広島県広島市南区的場町

男 40代

下流域は整備されている が，上流域はまだまだ整備が必要と考えます

409 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東

女 50代

美しい自然のある 川，防災に力を 導入されている 川

410 広島県広島市安佐北区白木町井原

女 60代

上流の山や水辺を もっと整備する ことが必要だと思います

411 広島県広島市西区西観音町

女 60代

412 広島県広島市東区尾長東

男 40代

413 広島県広島市西区高須台

男 60代

市民全員が自覚しなければならない

市内の川にボートが多く係留されている が，見苦しいし，大雨の時ゴミがかかってい
る 。違反ではないのか

①特に上流域の汚水の流入防止対策を 行なってほしい②放水路の堤防を 緑化等で

の努力に今ひとつレジャーボートを 撤去されたらよ り美しくなる と思います

潤いのある 景色にできないものであろうか？

いますが，それでも個々の意識が低いせいかゴミがプ カ プ カ 浮いていたりします。近
らえる よ う，今回の広報みたいに情報を 提供してほしいです）

男 30代

416 広島県広島市西区井口台

男 50代

417 広島県広島市安佐北区上深川町

男 60代

昔のよ うに川で水遊びができる 場所がある とよ い
現状を 維持しつつ，もっと自然とふれあう場所になってほしい

くにある のにあまり頭にない川だと思います。（川や水について一人一人に考えても

415 広島県広島市西区小河内町

に。災害が最小限に。人間の感と知恵と経験を 生かす

災害対策，環境整備に努力されて大変美しい景観になりつつある と思います。以上

いので釣らないのが今の我が家の現状です。一時期から比べる とかなり改善されて
女 30代

人間が生きてゆくうえで，自然が多くよ りたくさんの生物が生息し，緑多い安らぎの川

まあまあ気に入っている

私が生活する 場は下流域なので，水がキタナイ ，くさい，川魚を 釣っても食べたくな
414 広島県広島市西区田方

広島一番の河川となる こと（美観・水量ともに）

広島の街のシン ボルとして，また飲み水の源として大切に守っていきたい

川辺がきれいに整備され，遊具もある のに駐車場がないので利用できず，残念に思
います。川辺に住んでいない人たち も利用できる よ う，駐車場を 作って，「１時間無
料，超えたら高い駐車料金」など ，不正利用対策も取りながらやってもらえる といい
のになーと思う母親たち でした。

川の観光利用（自然共生）
◎私たち が河で遊んでいた頃の川にしていくことによ って川を 大切にする 心を 育て
ていくことになる のでは！◎自治体とタイ アップ して堤防の管理・掃除を 行なうと費用
も少なく美しく守れる

418 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

女

419 広島県広島市西区観音新町

男 50代

420 広島県広島市西区観音本町

女 40代

川幅が広くとても美しいと思います

今後もきれいな太田川であってほしいです

421 広島県広島市西区南観音町

男 60代

水質維持，向上のため①不法係留ボートの締め出し②ゴミのカ ット

護岸対策については各市，町，区で大きな格差の出ぬよ うにお願いを したい

422 広島県広島市西区庚午北

男 60代

423 広島県広島市安佐南区祇園

男 30代

424 広島県広島市安佐南区西原

男 70歳以上

425 広島県広島市安佐南区東野

男 50代

支流を 含めていまだ災害復旧中で大雨が降る たびに不安はつきない
・下流にはまだボートなど 多く係留（不法）しており，取締りが徹底していないと思う。・
雁木を 増やせばよ いと思う

旭橋から庚午橋の間，堤防がかなり強度的に問題がある よ うに思う。早急な対策を
望みます。また，堤防がかなり低くなっている のではないでしょうか

女 60代

川が多くある ので，川を うまく利用した交通・観光が活発になる こと

沿川の緑を 増やす努力が必要

自然災害（台風など ）に対して，対策がもろい部分がある よ うに思います。ただし，太 地域と共存する 太田川となってもらいたいです。また，良質な水を 提供していただきた
田川周辺の整備は進んでいる よ うにも思います

毎年清掃作業に参加しています。自然と親しめる ところ，施設が少なく親しみを 感じま
せん。広く開放して遊べる 場所を （孫など を 連れて）提供してもらいたいと思います
・美しい川と思っている 。草刈を こまめにする こと・自由に出入りできる よ うにしてほ
しい。・ゴルフ場の農薬の処理はたれ流している （処理設備がない）
私の住んでいる ところは可部南１丁目（旧中島地区）太田川，根谷川，高陽町の川

426 広島県広島市安佐北区可部南

あゆの釣り人の姿はほとんど 見られない。川で泳いだりできる 太田川に戻してほしい

が３箇所で合流し太田川上流のダムが水を 多量に放流する と可部南は下流よ りあ
ふれて水が増量してすごく恐ろしい思いを したことがあります。ダム放流は大変恐ろし
いです。何とかしてほしいのが要望です。

い。最近，自然災害が非常に多く，災害に強い・地域を 守る 対策，改善を 望みます
放水路堤防に桜を 植えて。春の花見を 大々的に復活してもらいたい。夏の花火大会
宇品に移り，行事が皆無となった。広い場所が年中何もなく，寂しい。もう少し活かし
ては如何ですか
ますます美しい川になる ことを 望む

平素は私の里の亀山から太田川を 眺めたら少しの水しか流れていません。もう少し
平素から美しいきれいな水がたくさん流れて美しい川・河川にしてほしいです。両岸の
緑，太田川橋近くはすごく美しいです。

以前に比べれば徐々にではある が，整備されつつある と思うが，近年の天候を 思う
427 広島県広島市安佐南区古市

女 50代

と，これからますます心配される 点が出てきたと思われる ので，過去のデータに頼る 海へつながっている ことを 考え，上流での取り組みを していかなくてはいけないと思う
だけでなく，考え方の変換が必要だと思う
下流は不法投棄された大型のゴミが干潮の時に見られいつも考えさせられます。大

428 広島県広島市南区皆実町

女 40代

429 広島県広島市安佐南区相田

男 70歳以上

430 広島県広島市安佐南区古市

女 60代

草やゴミが陰にはあり，ど うしたらみんなが安心して過ごせる 場になる のか考えさせ

対応しきれない部分もある ので，大変難しいとは思うのですが，今から台風の季節く

られます

れぐ れも油断せず，台風には十分注意してゆきたいと思っています

太田川の恵みで暮らしている 広島の人たち があまりにも無関心だ。沿川の商店や工 太田川は広島県の，いや日本の財産だ。四国の四万十川のよ うな清流にする ため，
場の排水，各家庭の汚水等，今のうち に手を 打たなければ清流は望めない
ある と思い雑に粗末にしている とわからぬ間にだめにします。大事にして誇りにして
大切にしたい
呉の住民なので，日常お世話になっておりますから，大変関心を 持っています。だか

431 広島県呉市下山田町

女 40代

ら太田川の環境が悪くならないよ う，協力できる ことはこれからも行ないたいと思い
ます（絶対ゴミは捨てないこと等）

432 広島県安芸郡府中町青崎東
433 広島県広島市中区堺町
434 広島県広島市東区戸坂南
435 広島県広島市東区矢賀新町

男 50代
女 30代
女 60代
男 40代

女 40代

源流や沿川に暮らす人たち は日常生活で最大限の努力を すべきだ
世界に認められ，誇れる おいらの川と自慢したい
私は学生の頃，昭和４７年７月の三次市で大水害があったとき。本当に死を 間近に
感じました（家の２階まで水が増したことで）これから先自然災害は大変な被害を もた
らすことを 考えて，太田川の管理を 徹底的に行なってほしいものです。こういう紙面
で近況を 学べる ことが嬉しいです

水の利用など 広島には絶対に必要な大切な川なので，安全安心ができる 管理を お

現在の太田川のそのままを 維持してほしい。・ダムとか堤防とかコン クリートを 施工し

願いしたい。川を 使って楽しむ側もマナーを 守る

たことは行なわないでほしい

普段は自宅や職場の近くにきれいな川が流れていて広島の環境のよ さを 感じる こと 穏やかな日に川を 眺める のはとても気持ち のよ いもの。水辺のコン サートやカ
が多いが，台風災害の際に対策が甘いのではないかと思う
近くに流れていながら近づいてはいけないよ うな雰囲気がある

フェ ，イ ベン トを もっと充実させたら市民や観光客も喜ぶと思います
住民が身近に感じられる 川になる よ うな企画がほしい。子ど もたち への広報（学校
内での楽しい企画等）が必要では

人が自然にふれあい，楽しむ場になっていない。市民の関心を 引き寄せる よ うな活 市民が気軽に触れ合える 川，市民が誇りに思える 川，多くの生き物が住む川，安全
動が少ない。危険が多く安全な場所ではない

で安心できる 川，人が集まり賑わいのある 川，美しい川

美しいと思います。水の都を 強調すべく，もっと数を 増やし，オープ ン カ フェ や水辺
436 広島県広島市東区二葉の里

問い２−２の回答のよ うな素敵な太田川を 望みます。子ど もたち には安心して川で

小のゴミも流れており，市民として悲しいです。沿川は緑も多く，素敵ですがやはり雑 遊べる 環境を 。大人たち には災害に対して強い川です。でも人間の力ではとうてい

のコン サートを 日常的に行なってほしい。外国の方や観光客は平日にもいらっしゃ
いますし，小・中・大学の音楽の授業を 水辺でのコン サートにもしてもらえたら嬉しい
です。平和学習は平和公園で行い，観光客も参加自由にしてはど うでしょうか

美しい太田川は広島のシン ボルです。観光名所が離れている 広島を つなぐ べく，
オープ ン カ フェ や様々なお店を 水辺にもっと増やしてほしい。折り紙を 全店に常備
し，注文を 待っている 間に折り鶴を 折ってもらい，誰でも平和について参加できる 事
柄を 用意して，広島独自の発信を 増やしてほしい。できれば折り鶴は広島の飲食店
全店で実施してほしいです
毎日安芸大橋を 渡る たびに思うこと…「何でゴルフ場なんだろう…？」限られた趣味

子ど もの頃から親しんできた太田川。その水の美味しさも自慢です。結婚を 期にこの の人にのみその広大な場が提供され，不公平感を 感じます。西区辺りに行くと公園的
437 広島県広島市東区戸坂千足

女 40代

土地に住み始めましたが，太田川沿いの自然に恵まれた環境にとても幸せを 感じて な要素のある 場が整備されている のに…と思います。もっと年齢層を 広く捉え，様々
な人々（特に遊び場の少なくなった子ど もたち ）の活用できる 魅力のある 「川岸づく

います

り」を 切に切に希望いたします。税金の使い方を 考えてほしいです！
438 広島県広島市東区戸坂新町

女 70歳以上

川沿いに桜の木，さつきなど 植える とよ いと思う

439 広島県呉市広中迫町

女 30代

太田川の名前は知っている が，川については何も知らない

440 広島県呉市阿賀中央

男 40代

水質・水量の向上

きれいな水質の川
市民の憩いの場となる こと
環境問題と合わせて県民がもっと考える よ うな川（シン ボル的な場という意）であって

441 広島県呉市阿賀中央

女

水質がよ くなる といい。水門や小ダムで生態系へ悪影響では？

442 広島県広島市安佐北区三入

女 40代

まだまだ水の氾濫する ところがある と思います

さかなが遡上する よ うな川となってほしい

443 広島県東広島市高屋町白市

男 30代

下流域の水が汚い。魚が泳ぐ 姿くらいは見える よ うに

下流でも泳げる よ うになってほしい。気軽にしじみ採りなど できないかな？

444 広島県広島市安芸区中野

女 50代

三滝駅からの風景がとてもいい

445 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 70歳以上

６０年位以前の川を 知っている ので，現在の水量の少ないのが残念でたまらない

446 広島県東広島市高屋町稲木

男 40代

ほしい

周りにゴミがなくなる よ うにしてほしい。自然を 一番に考えてむりやり遊び場など を 造
らずに，自然豊かな川になってほしいです。
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Ｎｏ ．

住所

447 広島県広島市安芸区阿戸町

性
別

年
齢

女 30代

448 広島県広島市中区光南

女 70歳以上

449 広島県広島市中区堺町

男 40代

450 広島県広島市中区舟入町

女 50代

問４

問５

様々な顔を 持つ太田川の水質と環境に満足しています。このままきれいな水質を 守 仕方のないことと思いますが，下流部分についてはあまりきれいなイ メージを 持ち に
り続けていければよ いと思います

くいことは残念（夜は雰囲気がよ いが昼はあまりというイ メージ）

洪水が来た時，冷房が壊れやすいと思う。強化が必要では?（犠牲者が出ないよ う
に）
下流域に魚が減ったよ うに思う。橋の上からのぞいてみても，魚影が見えない。イ

沿川の緑や遊歩道が整備されてきていいことだと思います。問２−２にある よ うに，

ダ，ボラ はまだ住んでいる のでしょうか？

多くの生物が生息し，良質な水である ことを 望みます

下流周辺は水が汚い

自然災害に対応できる よ う，環境等の強化

太田川は過去には暴れ川といわれ，洪水が頻繁にあり，三角州に住む広島市民に
451 広島県広島市安芸区矢野南

男 50代

とって最大の課題であったが，太田川放水路が整備され，安心して生活できる よ うに
なった

452 広島県広島市南区段原

男 70歳以上

453 広島県庄原市新庄町

女 50代

454 広島県広島市西区草津南

男 40代

455 広島県広島市西区高須台

男 30代

456 広島県広島市西区草津南

女 30代

緑豊かな自然を 守り，子ど もたち が水遊び，自然と親しめる 場の整備希望

昔は田舎の人が山や川や田の整備を していたが，過疎になり放置され，荒れ放題で
ある 。上流域の森林の整備や川の清掃に住民の参加がもっと必要ではないか。人
工のものだけに頼る のではなく，自然を 大切にする 心があれば，災害から身を 守る
ことができる のではないか。

ゴミが流れている のを よ く見かける 。不法投棄に対する 罰則の強化等，対策の強化
を

夏には上流域で水遊びが楽しめ，下流域では魚釣りが楽しめる よ い川だと思います

今のままでよ い。これ以上税金を 投入してあれこれやらなくてよ い。このアン ケート
もカ ラ ー刷りで厚手の紙で…いくら税金が投入されている のか？

川幅を 広げる 工事がされている ので，これから更に十分な災害対策がえられる と感
じています

自分が住んでいる 太田川西部中流域では川遊びを する にも駐車場がありません。
そこらを 整備していただける とよ いと思います
今のままでよ い。問１-２にしても，問２−２についても，これらを 実施する にはまた
たくさんの税金が使われる 。アン ケートも「１上流で洪水を 貯める …約○○○億円」
と費用を 明示して尋ねる べき
川幅を 拡げる ことによ て，砂や樹木の撤去が行なわれ，自然本来の姿がなくなって
いる ことを 残念に思います。共存，保存を して，子ど もたち にも大切さを 学ばせる こ
とも大事だと思います
私は子ど もの頃京橋川沿いに住んでいた。夏には毎日のよ うに川で泳いでいたが，

457 広島県広島市西区庚午中

男 70歳以上

その頃の川の中は砂のきれいな場所がたくさんあったが，今では泥ばかりになってい
る 。川を 昔のきれいな姿に戻す工夫を してもらいたい
普段生活している 中で，川の役割を 意識したことがありませんが，一度安川の清掃

458 広島県広島市安佐南区安東

女 40代

に参加したことがあり，川の中への自転車など の投棄に驚きました。私たち の生活に
大切な川の役割を もっとPRし，みんなが川を 大切にする よ う提案していってほしい

459 広島県広島市東区福田

男 70歳以上

流域住民の参画・参加（清掃など ）があってもよ いのではないか

460 広島県呉市下山田町

男 40代

水量が多く，他地域へも水の供給を 行なっている 恵みの川。水もきれい

温暖化によ り極端な雨量が想定される ため，それに対する ある 程度の対策が要る と
思う。

広島で生まれ，広島で育ち ，原爆に遭い（悪運が強くて）でも現在まで何とか生かさせ
ていただきました。太田川と申しませば，昭和の始め頃は市内でも護岸の破損など で
461 広島県広島市西区南観音町

女 70歳以上

何度も水害がござ いましたが，太田川放水路ができました頃から市内の水害は聞い
ていないと思います。ありがとうござ いました。水量・水質につきましても，よ その川の
事を 聞くたびに，太田川のすばらしさに感謝でござ います
東京から広島を 見る と広島の６つの川は宝です！もっと活用してゴミを 少しでもなくし 定期的にゴミ拾いや環境フォ ーラ ムを やってほしい。広島の宝・太田川を 少しでも

462 広島県広島市西区三篠北町

男 40代

て，この宝を 当たり前でなく全国有数の川の街広島を 大切にしよ う！水道水も美味し 美しくしよ う。「夕凪の街」広島全国一のデルタ１００万都市観光的にも活用してほし
い

い。船，タクシー船（雁木タクシー）を 日常活用。車社会から海上交通へ。

463 広島県広島市西区井口明神

男 60代

太田川は郷土の誇りです。みんなが愛情を 持って関心を 注ぎたい

市内岸辺の整備を 更に充実したい

464 広島県広島市西区観音本町

女 70歳以上

水の上だけでなく，川底のヘドロ を なくすことと思います

465 広島県庄原市東城町三坂

男 60代

466 広島県豊田郡大崎上島町大串

男 70歳以上

広島を 象徴する 川であり，日々生活の原点となる 存在

太田川の舟入病院の土手はいつも手入れを していますが，こち らの土手は何もせ
ず流れていても修理もしていないよ うです
県民の「母なる 川」として慈しみ大切にされる よ うに…

上流については水量が減り，美しい渓谷が減った。中流については，川原の位置が コン クリートで固める 護岸整備ではなく，よ り自然な護岸強化が大切だと思う。これか
467 広島県広島市南区翠

468 広島県広島市南区宇品東
469 広島県広島市安佐北区真亀
470 広島県広島市安佐北区

女 40代

女 20歳未満
女 30代
男 50代

471 広島県広島市安佐北区倉掛

女 20代

472 広島県広島市安佐北区

男 50代

473 広島県広島市安佐北区

男 30代

474 広島県広島市安佐北区落合

男 70歳以上

475 広島県広島市佐伯区五日市町皆賀

男 50代

476 広島県広島市西区庚午北

男 70歳以上

477 広島県広島市西区三篠町

男 70歳以上

昔に比べて随分と高くなり，結果災害が起こりやすい状態になっている と思う。下流

らはダムを 作って防災を という考えではなく，川のメン テナン スを しっかり行なって，

についてはきれいに整備され，一部川端に降りる ところもできてよ いと思う。ただ，コ よ り自然な状態での災害防止策を 考えていくことが大切だと思う。一度失うと取り戻す
ン クリートで固める 必要があったかという点については疑問に思う

ことが大変な自然。自然を 保ち つつ災害に備える ことが大切だと思う

これからの太田川について，自然を 活かして子ど もが安全に遊べる よ うにしたい

災害の起きない安全な川にしてもらいたい

太田川はきれいにしている とは思っていたが，日本名水１００選に選ばれている とは 緑豊かな自然を 壊さないよ う，多くの生物や動物が生息できる よ うな太田川になる
知らなかった

よ うに望みます

河川敷や護岸など ，近年大変よ く整備されている と思われます。川の水もきれいに

シジミ，アオサなど の潮干狩りの体験できる よ うに河口を 整備してほしい。次世代に

なってきています

伝えたい（残したい環境にしてほしい）

太田川の風景は上流から下流まで大変美しく大好きです。ゴミが散乱している 箇所が
がり残念です。

土手でごろんと寝転がれる よ うな環境。ざ ぶざ ぶ泳げる 環境

上・中・下流それぞれの特徴を 活かしたすばらしい一級河川だと思う

豊かな水源としてこれからも心を 癒す川であってほしい

以前に比べる と親しみやすい川になっている と思う。災害によ って意識せざ る を 得

川そのものを 人間の手で改良する のではなく，周辺を 改良し，また人間の川に対す

ない存在になった

る ，ある いは災害に対する 意識を 改善する ことが必要だと思う

ゴミ等の不法投棄，パトロ ール，下水道の整備

・遊水地である 河岸の利用を 考える あまり防災の観点を 見失っている ・太田川の景
観を 活かした管理ができていない（例，ゴルフ場，レジャーボートの放置）
・太田川の水が汚い・川に魚介類が少ない

国・県・市・町等の会議を する 。合同パトロ ールを する 。（県）警察，（市）水道局も
入れる 。※自治会など も入れる
・「大切な水源である 」という認識に立った管理を すべき・河岸も含め自然の景観の
一つとして保存すべき※護岸だの広報だの言いながら国土交通省の予算ぶん取りの
ための資料としてこのアン ケートが悪用されないことを 願います
・川で水遊びができる よ うに・川でハゼつりやシジミ貝を ほれる よ うに

東京への出張，また旅行と首都圏を 訪問する ことの多い生活ですが，私たち のこの
太田川の清流，本当にすばらしい。これは国，県，関係市町村の努力の賜物でしょ

地球温暖化によ る 天候異常，その他にしっかり対応を 。高潮対策，洪水対策

う。感謝します。
478 広島県広島市西区中広町

女 30代

479 広島県広島市西区古江上

女 30代

480 広島県広島市西区南観音町
481 広島県広島市西区鈴が峰町

名水１００選に選ばれる なんてとても喜ばしいことです。今後はその名に恥じぬよ う川
の周辺の美化にもっともっと力を 入れて広島が誇れる 川にしてほしいです

女 50代

子ど もが遊べる 場所として太田川を 存続していただきたいです

ゴミのないきれいな太田川を 保ってください

女 60代

川底を きれいに

水の都として全国の人々に親しまれ観光できる よ うな川にしてほしい

483 広島県広島市西区東観音町

女 40代

男 70歳以上
男 70歳以上

太田川は大水が出ても分散できて日本でも一番安全な川ではないかと思っておりま
す
上流・中流の水量の少なさが大変心配です。生態系が変わり，上流のアユなど が減
る のは水量の影響も大きいと思っています

男 20歳未満

思う。子ど もたち の未来のためにきれいで生き物のたくさん住む川を 残して生きたい

災害と自然の川とのバラ ン スが難しいかもしれないが，災害のほうばかり考えないの

自然の川のバロ メーターのよ うな気がする

がいいのでは

幼い頃から広島の川が好きだった。ゴムボートによ り可部からも下った。楽しい川の 人類にとって清い水の存在は命そのものである 。粗末にしている と必ずその見返り
親しみ方は無限にある 。

はある 。水が憩いと思うのは○○している 証拠。水は女性，優しい存在

を 実行していくことだと思います。合成洗剤，農薬など 使わないこと，木を 切らない，

各支川の自治会がもう少し動き，現在子ど もを 見守る 活動を していますが，あのよ
男 70歳以上

災害対策として同時に多くの生物が住むことのできる 川にする ことは大変なことだと
です

など

487 広島県広島市安佐北区可部町勝木

自然が見られてみんなに親しまれる 美しい川の流れであってほしいです

アユやその他の生物が激減しています。何でそうなる のか。生物の多少はきれいな

環境全ての結果が水に出てきている と思います。私たち が具体的にできる 一つ一つ
486 広島県竹原市忠海中町

い

ず，いつも「清掃中」の船が活動していてきれいな川とは思えないのが残念です

男 60代

485 広島県広島市佐伯区薬師が丘

川や周辺にゴミを 捨てない。環境そして地域の人たち が川を きれいに使う環境にした

太田川の上流部はほとんど 知らないので「太田川」と聞いても川のイ メージはわか

482 広島県広島市西区観音町

484 広島県広島市東区馬木

少しずつですが整備や水辺の賑わいの場としての取り組みが感じられます

うな方式を とり時々朝，夕，めぼしいところを 見守りして川を 守る と田舎では物を 捨て
る 者多し
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子ど もが泳いでも安全な川になってほしい。きれいな水になって川魚が増える よ うな
環境になってほしい

人工的に広げたり，遊んだりする ばかりでなく，自然的に強める 。木を 育てる とか水
でも川の中で自由飲める よ うなきれいな水にする こと

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

小学校にプ ールができる まで，夏休みはいつも太田川で泳いでました。何年先も
488 広島県広島市安佐北区真亀

女 40代

ずっと泳いだり（学校では禁止されて残念だけど ）シジミ採りができたりする 太田川で
あってほしいです。中州の緑が時々伐採される のはなぜ？洪水に備えてでしょうか。
ち ょっとトトロ の森みたいな秘密基地でもありそうなワクワクできる 森なんですけど …

489 広島県廿日市市串戸

女 50代

490 広島県廿日市市河津原

女 50代

491 広島県東広島市西条町寺家

女 30代

492 広島県広島市安佐北区白木町三田

女 60代

もっと水辺で人々が集える 場所を 小さな子ど もからお年寄りまで

可部の根の谷川（太田川本流ではないんですけど ）の安佐市民病院付近の橋辺りの
川原に春になる と菜の花がいっぱい咲くのを ご存知ですか？からし菜かなにかで，
農家の人は嫌っている かもしれませんが，土手から見る とすごくきれいですよ 。もう
少し上に行くとわらびが生えている ところもあります。ち ょっと歩くととーっても楽しい
です。お散歩マップ など もできる といいですね
春の桜が沿岸でたくさん咲いている 風景はとっても大好きです。子ど もたち が走り
回っている 姿を 見る のも大好きです

太田川は私が住んでいる 廿日市の源でないため，広島市内とくに原爆ドーム周辺し 澄んでいて底まで見え，魚が泳いでいる 川であってほしいです。もう少し堤防を 高くし
か実感としてないのですが，広島県を 代表する 川といえば太田川と思っています
洪水のイ メージ（安佐北区のとか）安全じゃないのかなあと思っていた（川の流れの
関係もある のかもしれませんが）

たらいいと思います
水遊びが安心してできる よ うな川（きれいで安全で）

堤防の道路を 車で走る のが楽しみで，道幅が狭いが走っている 。一昔のよ うに蛍の 堤防の道路を もう少し広げてほしい。せめて歩道があればと思う。旧市内の太田川
飛び交う川になればと思いながら

は整備も進行している よ うに思う。上流も整備してほしい

このパン フで多くのことを 知りました。市内付近では水流もあり水面も美しく親水のイ 太田川は広島を 支えている と思います。沿線だけでなく，島までの飲料，また発電と
493 広島県広島市東区戸坂南

女 40代

メージですが，上流では水流が少なくなっている ことを 知りました。発電は現代社会で 活躍です。人々が自然を 感じたり，水辺に集い環境も維持されており，今の状態を 保
は不可欠ですし難しい問題です。今の状態はある 程度バラ ン スは保たれている ので ち ながらも一番には災害を 起こさない川としての安心できる 太田川を お願いしたいで
す。１０３ｋｍと長さを 完全パーフェ クトは難題ですが，やはり必要なことと思います

はと感じます

494 広島県広島市安佐南区川内

495 広島県広島市安佐南区相田

男 70歳以上

男 60代

496 広島県広島市安佐南区

男 70歳以上

497 広島県広島市安佐南区

男 70歳以上

498 広島県広島市安佐南区伴北

女 30代

499 広島県広島市安佐南区

男 70歳以上

下流域の川石など を 見る とまだまだ流水の水質の悪さが伺える 。下水道が一層の普
及を して，下流でも昔ど おりの水が流れる よ うに望む

男 40代

男 30代

502 広島県安芸郡府中町大通

女 50代

川」
川の浄化を 今以上に向上する ため，アシ等の植樹を はかる べきだと思う。セキを 造

題が出てくる が，日ごろからありとあらゆる ことを 想定すべきだ

る のもいいが，魚道を 必ず設ける べきだ

広島県の母なる 水を 次世代に残る べく最大限の努力を 要す。そのためにも上流部

下流に行くに従い，大雨の跡にはビ ニール袋等のゴミが目に付く。これらは定期的

の下水道を 重々整備する よ う最大限の努力を 要する と思う（これはいつも感じてい に撤去する よ う，国交省の努力を 要する と考える 。また，時に触れこの母なる 川の
ます）

PRを 行い，県民の意識高揚に努める 必要がある

時々ゴミが目に付きことがあります。とても残念ですが，野球など で川原を 利用など

みんなが親しめる 場所となる のはとてもよ い事だが，まだまだ市民のモラ ルのない行

ほほえましいと思います。

動がある のでそこを 改善できる 機会を 多く持っていかなkればいけないと思います
特別な意見はありませんが，様々な災害に耐えうる ことを 主として，環境豊かに広島
市に伝えられている ７つの川の一つとして大切にしていきたいものです。

いつかは足りなくなる ことがおきる と思いますし，太田川に頼りすぎる ことは万一の
場合に大きな影響が出る

501 広島県広島市西区井口台

れまでにない視点からの堤防強化策が必要と感じている 。「災害を 起こさない太田

川・土手にゴミの投げ捨てが多く，マナーも悪い。災害が起きてしまったら数々の問

地元で水源を 確保できない市町村へ水を 供給している 役割は大きいと思いますが，
500 広島県東広島市八本松町正力

今後は異常気象（異常な集中豪雨が広域・長期になど ）が十分予想される ので，こ

広島市内（旧市内）では，川の氾濫は少なくなったと思いますが，可部の辺りは（旧市
内よ り北）では水害の被害を よ く聞くので山間部での不安がある
とてもいいと思います。アユ釣りは見たことがありますが，水遊びは見たことがありま
せん。ど のあたりでしょうかね。もっともっと子ど もたち に自然に接してほしいですね。
最近は砂が多く流れている よ うに思えます。そんな時はど うされる のでしょうか

これからも増え続ける 太田川を 頼りにする 市町村のため，良好な水質で豊富な水流
を 確保してほしい。また安全に水や自然を 親しめる 場を 増やし，PRしてほしい
多くの生物が生息できる 緑豊かな川となる ことを 望みます

水辺に沿って道のよ うなというか歩道かな―そんなのがあれば楽しいかな（ウォ ーキ
ン グコース）

503 広島県安芸郡府中町本町

女 30代

川の周りには緑も多く，自然がきれいで散歩を したりする のに良いと思う

もっときれいになる といいですね

504 広島県東広島市高屋町郷

男 50代

水の少ない区間がある

今以上に水質がよ くなる よ うに山に木を 植える

大阪から広島へ嫁ぎ，初めて太田川を 見たときの印象はとてもよ いものでした。実際
505 広島県三次市十日市中

女 40代

の水質はど うか分かりませんが，ゴミが目立たなく，水の色もきれいで，このきれいな
川が広島の街中を 流れている のが不思議なくらいで（都会の川は汚れている という
思い込みがあり）街と川，人々が川を 大切にしている のだなという印象を 持ち ました

506 広島県広島市西区庚午北

男 40代

507 広島県広島市安佐北区落合

男 60代

508 広島県東広島市高屋町郷

女 60代

509 広島県豊田郡大崎上島町東野

男 70歳以上

・水質が悪いイ メージ・不法係留ボートを 放置している 。取締りを もっと厳格に行なう
べきではないかと思います

地球規模で環境が変わりつつある 今，今後も想像以上の災害が起こりえる …可能
性もある ことを 考え，今までの経験上大丈夫だろう，というのではなく，環境の変化を
見通し，万全の対策で災害に備えていただけたらと思います

・一部の地域だけでなく，広域に整備を しど こに行っても川辺で人々が憩える 状況を
構築していただきたいです。・カ キイ カ ダを 製作・補修している 場所では，太い針金
が散乱していますよ 。最大の環境破壊です。取締りを 強化してください
運河としての利用できる よ うに整備（交通利用）

ここ２〜３年水質が戻り（よ くなり）微生物の生息もある とのこと，改善されつつある と
思います
水源のない島嶼部の住民にとっては命の水，今後とも安定供給の川であってほしい
ものです

大水の時の水量と川幅の関係，過去の経験を 活かした改善策を 希望します
自然とともに災害にも強い，多くの人々の心触れ合う場所であってもらいたい

戦前山手川が増水して福島町川岸の住宅が水害にあっていました。浜井市長の都市 遠足といえば上級生は柳瀬へ行っていました。本当に透明な川の色，川原で楽しみま
510 広島県広島市西区高須

女 70歳以上

計画によ り福島川が埋めたてられ都町ができ，太田川放水路ができたのは驚きまし

したが，今は？可部線に乗り川とともに走り終点三段峡への楽しみは自家用車を 持

たが，今安心できる のは計り知れない研究に敬意を 表します。なお，遊覧船の走る

たない人たち の楽しみでしたがそれもなくなり，若い世代の方々に太田川を 愛してほし

穏やかさ

いと望みます

美しくて豊かな生活できる 川①大規模森林伐採（スキー場，ゴルフ場，団地）保水力
511 広島県広島市安佐南区東原

男 70歳以上

のない人工林，ダム（魚がすみにくい）②遊水地（川原，草原，州）を なくし，川幅狭

きれいで安心して生活できる 川に

めて平瀬から早瀬に改造，大雨とダム放流で激流で危険な川
512 広島県広島市東区山根町
513 広島県広島市西区横川町
514 広島県広島市南区本浦町

女 60代
男 50代
女 30代

515 広島県広島市安佐北区可部

女 30代

516 広島県広島市西区井口台

女 30代

517 広島県広島市西区草津新町

女 20代

518 広島県広島市西区井口台

男 40代

519 広島県広島市東区福田

女 30代

520 広島県竹原市本町

男 40代

521 広島県三次市

男 30代

太田川の源・冠山にもっと木を 植えて水を 大切にし，災害が発生しても耐えられる 環 大人も子ど もも太田川を 眺めただけでもほっとする ，わが故郷の川としていつまでも
境であってほしいと思います

守り続けていただける よ うにと願っております

・昔に比べ水量が減り，水が下流部で（汚れが）よ ど んでる ・川底が上がっている ・

・ダムにかに，うなぎ，あゆ他と折れる 魚道を 必ず作ってほしい・水質を よ くする た

昔に比べ水害・災害が減った

め，水辺の植林を （よ し等）してほしい・地域の浄化槽の管理の徹底強化

広島を 代表する 川。大切にしていきたい。５月には一家で海堀に行きました。夕食分 きれいな水質を 保ち ，川遊びができる 場となってほしい。できればホタルを 放流し，
は掘る ことができ，子ど もたち も満足そうでした

飛び交うよ うになれば素敵です

水質的にはきれいなほうだと思います。ただ，川辺の雑草やゴミ等，ひど いところが

今のきれいな水質を 維持しながら景観的にもきれいで安全な川であってほしいと思

ある のが残念です

います

大きくてきれいな川

泳げる よ うなきれいな川，釣った魚が食べられる きれいな川

広島の自然を 語る とき，切っても切れないもの。先人が三角州の水害を 緩和する た 逆にまだまだ水害の危険もあり，水辺・堤防を 万全なものにし，河川敷を 憩いの場に
め６本の川に分け，よ り親しみやすいものになっている

してほしい
水質がよ くなり，自然の恵みが味わえる よ うな川になっていってほしい。川が美しくな
る と山も海も美しくなり，そこに住む人々も豊かに安心して暮らすことができる

川沿いが整備されてきれいですね。散歩もできる よ うになっている し

もっともっと川の水を きれいになってほしいです

上流から下流まで様々な環境があって，その土地そのときの観光が楽しめる と思いま もっと自然環境を 整備して，水質を よ いものに保ってもらいたい。全国の皆さんに
す

知ってもらわないといけない

ここ最近大雨で道路が通行止めになる 場所がある 。そのよ うな弱いところを 今一度 JR可部線（今はなき）を 有効利用して上流，下流へ行き来できる よ うに整備してほし

522 広島県山県郡北広島町有田

男 30代

523 広島県広島市西区庚午北

男 70歳以上

集中豪雨によ る 災害だけは防ぎたい

524 広島県山県郡北広島町阿坂

男 40代

水量不足，ゴミの散乱

支川の整備と水量確保（山林再生を 含む）

525 広島県東広島市西条土与丸

女 30代

プ ラ スのイ メージもある が，災害時など のマイ ナスイ メージも多い

水の都・広島というイ メージが浮かぶよ うな太田川

526 広島県呉市安浦町中央

女 40代

色々な遊べる 場所がある と思わなかったので，いってみたいと思う。今のところ水不

水不足にならないよ うに生活に困らないよ うに十分な水を ためておいてもらいたい。

足になってないのでよ いです。ややカ ルキが大いのか生水がにおいがある

被害にあわないよ うに願っています

チェ ックして総合的に対策を してほしい

い

雁木タクシー，素敵だと思う（ち ょこち ょこ降車したくなる よ うなお店，カ フェ など あれ 中途半端な遊び場（例えば西広島駅近くの）を 作る のは止めて，もっと徹底的に整備
527 広島県広島市安佐南区沼田町伴

女 30代

ば）川自体はとてもきれいだと思う。これだけきれいな川なのに人が集まらないのは

する べきだと思う。「名水」ならもっと県内・県外など にPRして商品価値を 上げる べき

残念だし，魅力的なものを プ ラ スできないかなあと思う

では
もっときれいな川になってほしい

528 広島県広島市安佐南区伴南

女 30代

汚い

529 広島県広島市安佐南区沼田町吉山

女 60代

川の水は減少し，草がものすごく生い茂って外見がよ くない。もっと整備してほしい

13/76

台風が来ても浸水しないよ うに太田川が澄み切ってのんびり眺めて良好な水質で憩
いの場であってほしい太田川を 望む

Ｎｏ ．

住所

530 広島県広島市中区吉島新町

性
別

年
齢

男 70歳以上

問４

問５

自然と親しむ場を 整備する こと

上流からきれいな水を 楽しむ

川の街広島の風景は大好きです。特に電車，川筋の木々，川の流れ，山と一体に

531 広島県広島市南区青崎

女 50代

532 広島県広島市中区江波栄町

男 60代

川が魚がくる よ うな川が汚い。もっと川底を 更に掘る 。ゴミ，泥を すくってほしい

533 広島県安芸郡府中町みくまり

男 30代

都会にしてはきれいだと思う

534 広島県広島市中区羽衣町

女 30代

今もきれいに整備されている と思う

535 広島県広島市西区己斐本町

女 30代

なっている 様子を 大切にしたいです

魚が上ってくる よ うな川を 見ていたらきれいな川。川底が見える よ うな川にしてくださ
い
全国的に知られる よ うになってほしい。何か特徴を 持たせて。川辺に下りられる 場
所が増えれば
下流でも子ど もが水と親しめる 場所を 作ってほしい

休日の朝，下流の河川敷にシートを 広げて朝ごはんを 食べたり，子供とバッタを 追い
かけて遊ぶのが楽しみになっています。でもトイ レがないので長時間ゆっくりできない
のが難点
536 広島県広島市安佐南区西原

中州ゆえ川の災害で街が浸水状態にならないよ う事前の対処を 望みます

トイ レ・駐車スペースの整備。中流・上流域含めて。トイ レ・駐車スペース，遊べる ス
ポットのマップ がある ともっと楽しいのになーと思っています

女 30代
水と親しむには，自然とのふれあい，環境教育など ，非営利活動については色々な
郷土の代表的な川である 太田川について，水害からの防止対策など 治水事業は十 取り組みを してる と思います。これからはビ ジネスとして水とのふれあいを 高めていく

537 広島県広島市西区井口

女 50代

分だと思います。太田川の水を 利用する ことについても十分だと思います。ただ，太 ことが出来れば一層魅力ある 太田川になる と思います。例えば京都貴船川の川床
田川の水と親しむことの工夫はこれから大きく期待される と思います。

料理，鴨川河畔の床料理など は太田川で実践できれば素敵だと思います。水上ス
テージなど も考えられますね

現在色々な河川敷の利用を 考えている よ うだが，何のための施設かわかりません。
538 広島県廿日市市下の浜

男 40代

（太田川放水路己斐橋上流付近とか）周辺の人たち にはPRしてる のでしょうが，私た
ち にはわかりません

広島県のシン ボル的な河川なので，慎重な計画，治水を お願いしたい。もっと色々な
面でPRが必要では

私のところは太田川中流である が，洪水時，礫，石，砂が堆積し，川床が高く水深は 街中から来られた人は空気・景色はよ いしほっとして気が休まる といわれる 。昔は太
539 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 70歳以上

浅く，川の流れは緩やかで石にはヘドロ がつき，年々川が汚れ，浅瀬を 歩くだけでも 田川の水を 飲んだという人もある と聞く。もっと清流のある ，人々に愛され市民の憩
泥水が流れる

いの場となる よ うに積極的に努力していただきたい

540 広島県安芸郡府中町八幡

女 40代

広島は川が多く，とくに太田川は有名で昔から変わっていない

清らかでできればホタルとか生息できればいいですけど

541 広島県広島市安芸区中野

女 50代

542 広島県安芸郡熊野町萩原

男 50代

都市部を 流れる 川としてはよ く整備されきれいであり，関係者の苦労が分かります
が，これからもこのよ い自然を 残してください。市内で一部泥で埋まったところがあり
残念です

広島の財産であり，市民らによ い環境を 与える ことができる よ う，また水質の向上を
図り，飲み水として活用できる よ うに更に努力してほしいです

以前に比べて川に発泡スチロ ールなど のゴミは減ってきたと思う。でも空き缶，ペット クリーン な川を もっとしっかりと宣伝して水の大切さを アピ ールして一人一人が川を
543 広島県山県郡北広島町細見(その他)

男 60代

ボトルなど の投げ捨てが絶えず，川がまだ汚れている と思う。川には多くの草木が

守る 気持ち を 持つことで，本当に美しい災害の少ない川になる と思う。そんな川に

あって川の流れを 悪くする ところも多いと思う

なったらいいな

太田川の一部しか知りませんが，十分きれいで供給もされている と思います。竜頭峡
544 広島県広島市安佐南区毘沙門台

女 30代

は行ったことがありますが，寒いくらいできれいな水でした。また，古川せせらぎ公園
も子ど もたち が水遊びする のにいいところでした。私が見たところは整備もされてい
てよ かったです

マナーの悪い人がゴミや空き缶を 捨てていたりする ので，ゴミを 拾う活動を アピ ール
したり，積極的に行なったりする とよ りよ いと思います。ゴミがあっては整備されてい
ても台無しになりますよ ね
広島の誇りになる よ うな川として有名になり，名実ともに美しい川となってほしいで

545 広島県広島市安佐南区安東

女 50代

広島の川は広島の顔です

す。今回の折込はよ くできている 。写真構成やキャッチフレーズがよ かったと思いま

546 広島県広島市安佐南区緑井

男 60代

第一に安全。昭和１８年，昭和２０年の洪水を 絶対起こさないよ うに

547 広島県広島市東区牛田早稲田

女 30代

す

548 広島県広島市東区戸坂千足

女 30代

549 広島県広島市佐伯区美鈴が丘緑

男 50代

550 広島県広島市西区三滝本町

男 50代

551 広島県広島市西区己斐東

男 50代

552 広島県広島市安佐北区

女 40代

553 広島県安芸高田市甲田町下小原

女

554 広島県広島市安佐北区大林町

女 60代

555 広島県東広島市河内町入野

男 70歳以上

556 広島県呉市安浦町中切(その他)

女 70歳以上

557 広島県広島市安佐北区亀山

女 30代

558 広島県広島市西区庚午中
559 広島県広島市西区高須台

「広島」といえば「太田川」と親しみを 持ってはいましたが，最近では花火大会もなくな
り，あまり川に身近に接する 機会もなくほとんど 意識していませんでした

このごろ自然災害が各地で頻発しており，その意味で河川の多い広島の最大の川と
して太田川が重要な役割を 担ってほしいと思います。安全で美しい身近な川になって
くれればいいと思います

自分が住んでいる 流域では今年になってから水鳥が増えたので，川がきれいになっ 鳥など の生き物を 身近に観察できる よ うに，生き物が住みやすい川になればと思い
たのかなと思っています

ます

３０年前は河口で貝を 掘ったりカ ニを 採ったり泳いだりしていたが，今はヘドロ で入る
気もしない
まだまだ水が汚い。下水道を 完備し生活排水が川に流れ込まないよ うにしてほしい。
上流の山の整備が必要。大雨が降る と下流には泥水や木など が流れてくる

太田川放水路に面した低い土地に家屋がありますので，洪水に強いことに安心して
います。何回か放水の放送を 聞いてますからそう思います

３０年前に戻してもらいたい

昔のよ うなきれいな水になってほしい

上流も洪水に強い太田川。川で泳いだり水遊びができる よ うな整備を ！私が中学校
の生徒の頃は太田川を 中心に川で泳いでましたよ 。たしか保護者も交代で川の監視
を してくれてましたね

下流域はやはり少し汚れている と思う。川がある のが当たり前で過ごしている が，改 この辺り（安佐北区落合）には，魚もいる し子供たち も水遊びを しています。下流域
めて汚さないよ うに気を つけなければと思う

でも同じよ うにきれいな川であってほしいです

美しい日本にふさわしい川も水は命の元なのできれいになってほしいですね

川の魚がたくさん住める 川にしてほしいです。みんな一人一人が汚さないよ うにも心
がけたいと私は思っています

堤防を 整備してウォ ーキン グ等スポーツ ができる よ うにする 。西宮と尼崎にある 武

川幅を 拡げる ，堤防を 高くする

庫川を 見本にしてほしい

ウォ ーキン グやラ ン ニン グする にはいいが，子ど もなど を 連れて行くには親しみ

子ど もを つれて遊びやすいよ うに浅いところは危なくないよ うに整備したり，公園み

にくい（何もないから）

たいなところを 作ったりしてもらいたい

男 50代

豊かな自然と豊富な水量

広島市内の川がもっときれいになればよ い

女 30代

生活する うえで十分整備されている と思う

今の状態が維持される よ うに期待しています。しかし維持管理費も削減する 努力を
願います

大都市を 環流する 河川としては他の都市に比してよ く整備されている といえよ う。特 上・中・下流域とも広島の住民に親しまれる よ うにしたい。川を 知る とともに安心して
560 広島県広島市中区舟入本町

男 70歳以上

に放水路はよ く活用もされれている と思う。常に整備しておくのは大変な労力だと思

水遊びや河川敷で遊べる 場所として活用できる よ うに，発展的に成長させてほしい。

います。よ ろしく維持したい

市民への啓蒙・理解も大切。活用を 更に勧めたい

先日太田川再生プ ロ ジェ クトの公開会議を 拝聴しました。「節電」する ことが水力発
電の量を 減らし，アユの住める 川になる ことを はじめて知りました。一般の人は「節
561 広島県広島市東区中山南

女 30代

電」＝「きれいな川」に結び付けて考える なんて思ってもないことかもしれません。
もっと多くの人にこのことを 知ってほしいと思いました。最近，太田川はきれいになっ
たなーと思います。もっともっときれいにする には私たち 一人一人が普段からもっと
意識を しなくち ゃいけない。

562 広島県広島市安佐北区安佐町小河内

男 70歳以上

川床が高くなっている 。石，砂の除去

女 50代

洗剤を 使うよ うにする 。油分はなる べくふき取って流さないよ うにする 。ち ょっとした
面倒も一人一人が少しでも注意しただけで変わっていくかもしれません。そのほか
に，瀬野川のよ うにもっと人が自由に集まってフリーマーケットを したり散歩やキャッ
チボールを したり，近寄りやすい楽しい川になったらいいですね
いかだの流れる 太田川

住居が江波なので川沿いを 通勤の時毎日通っています。以前に比べ川岸が整備さ
563 広島県広島市中区江波西

節電のこともそうですし，排水口を 流れていく水はど こへいくのか。自然分解される

れましたが，自転車でも散歩道に入れる よ うに（散歩道とは別に）すれば。自動車の
脇を 走っている 人は事故に巻き込まれそうです。工事の際は周辺の道路とのことも
考え，他の部署との連携を してください。せっかく費用を かけ工事する のですから

散歩道はできて朝夕近所の方が散歩したりジョ ギン グしたりしていますが，散歩道に
上がる ところがなく，ブ ロ ックを 積んだりして危ないし，海辺に下りる ところも離れたと
ころに所々しかなく，もう少し日ごろのことにも考慮してほしい

太田川の水質が高く評価されている ことを 知りませんでした。このことを 多くの市民が 私は県外育ち ですが，広島市は川の街だというイ メージがありました（原爆のイ メー
564 広島県広島市安芸区矢野南

女 30代

知れば太田川がある ことに誇りを 持ち ，よ り美しい川になる のではないかと思いま

ジと重なって）よ り環境，災害対策を 整え，全国へアピ ールできる 川にすれば平和の

す

シン ボルとなる 川になる のでは…

現在の土地に６０年住んでいます。昔はイ カ ダが流れていたり，川えびやゴリ，メダ

無理なこととは思いますが，護岸のない自然な川原の魚たち の住める 川であってほ

カ など が多くいました。アユでも香がありとても美味しかったです。水量もありました

しいです

565 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 60代

566 広島県東広島市黒瀬町乃美尾

男 30代

下流は水質が悪い

水質を よ くしてほしい

567 広島県広島市安佐北区白木町井原

女 40代

広い川岸が駐車場やゴルファ ーだけのものになっていて汚く感じが悪い

天気のよ い日，お弁当を 持ってピ クニックに行きたくなる よ うな川岸にしてほしい

568 広島県東広島市西条東北町

男 50代

569 広島県広島市西区南観音

女 50代

570 広島県山県郡北広島町大暮

女 40代

571 広島県広島市安芸区中野

女 40代

少年時代，太田川及び支流の根谷川で泳いだり釣りを して育った。現在はあまりにも 自然を 残すとともに災害が起こらないよ うにまた水と親しめる 環境にしていただきた
水が少なく，ゆったりと流れていた昔の面影は少ない

い
洪水災害のないよ うにしてほしいです

広い河川敷で人々が色々なゆとりのある ことを している のを 見かける のでよ いこと
だと思う

とにかく災害がないこと，水質を よ くする ことに心を 配ってほしい

同じ市内において太田川のことについてはいろんな情報がみんなに知られている と いろんなイ ベン トが各地で増える ことを 望みます。しかし市内にはもっと川がありま
思う

す。瀬野川など も取り上げてもらいたいです
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572 広島県広島市安佐南区伴南

男 20歳未満

川がある からいいです

573 広島県広島市中区堺町

男 50代

静かに流れ，心が癒されます

問５
森や林を おいたほうがいい
区域を 制限して水遊び，ボートにて遊べる ところを 設けてほしい。太田川ではなく本
川のことですが，モーターボートなど たくさん川に浮かんでおりきれいに整備される こ
とを 希望します。

昔に比べ川床（底）が上がり，水深が浅くなった。満潮時には見た目にはきれいだ
574 広島県広島市中区江波西

男 60代

が，干潮時の川床のヘドロ の堆積と汚臭は耐え難い。世界のヒロ シマとして実に恥ず
かしい

575 広島県広島市安佐南区大塚西

百年の大計を たて，川底の浚渫を 進め，清流の復活，水質の向上を 図っていただき
たい

女 20歳未満
全く災害が起きないよ うにする ことは目指す必要はないのでは？自然と共存する た

576 広島県広島市中区平野町

女 40代

とてもきれいな川と思っています。でも上流ではよ く災害が起きる ので危険なのかなと めに私たち にもできる ことはすべきです。それよ り素敵な自然を 後世に残し，本来の
泳げる 川に戻す取り組みが必要だと思います。皆様の取り組みはHPや主人から話

も感じています

を 聞いています。目に見える よ う（実現できる よ う）これからも頑張ってください

577 広島県広島市中区

男 20歳未満

578 広島県広島市中区舟入川口町

女 30代

579 広島県広島市中区江波二本松

女 40代

580 広島県広島市中区南千田西町

女 50代

581 広島県山県郡北広島町

男 60代

582 広島県広島市安佐北区安佐町久地

男 60代

583 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 70歳以上

中区が洪水にならないのはラ ッキーなだけ。川岸土手の工事を 何年もやり変えてい 部活で安全に走れる 土の土手が有名になる 。世界中の人が広島に来たら土手を 走
る けど ，いつになったらぐ る っと走れる か，ど こにも書いてない
自分が住んでいる 周辺しか知りませんが，川沿いが10年前と比べる とかなり整備さ
れ思わず散歩したくなる よ うな感じです

ろうとする 。広島スタイ ルの発信
水害のない，きれいで住民に親しまれる 川であってほしいと思います

ボートがたくさんとめてある ので景観が良くないと思います

昔下流でアサリを 取っていました。もっときれいな水質になる ことを 望みます

普段は整備された状況を 見てなんとなく安全が確保されている よ うに感じています

きれいな水が安全的に供給される ことと，川とともに生きなければならない広島では

が，いざ 台風など が発生した場合，危うい状況なのだと改めて感じています

災害を 防ぐ 手立てがきち っとできている ことを 望みます

自然豊かな環境で水のきれいな太田川，また災害に強い川でありますよ う願うもので
す

皆さんが川に入って安心して遊べる 川づくりを 望みます

ダムなど が多く自然的でない。洪水の時ダムの放流によ り以前よ り多く災害が増えて 自然のままにすべきである 。広島市民・島民の飲用水にはなっている が，以前よ り
いる 。ダムの放水が一番の問題となる （なぜ地域の人に知らせないのか？）

魚が少なくなりつつある 。ダム，発電所など が主力の川になりつつある

お願い。市内のほうから来られて眺めのよ いいいところですね，とよ く言われます
が，梅雨や台風シーズン になる と不安になります。一日も早い洪水の起きない対策

昔のよ うにきれいな水になる ことを 望んでいます

を お願いします
584 広島県安芸郡坂町

女 20歳未満

今までほとんど 何も知りませんでした

これからは台風の時や梅雨の大雨の時など にも災害のない川であってほしい
今回のチラ シを 読んで，太田川の水が思っていた以上にきれいである ことを 知り，

585 広島県広島市西区己斐中

女 30代

子ど もの頃太田川でよ く遊びました。現在子育てを しながら，己斐の水辺のフェ スタ 嬉しくなりました。また，様々なところで利用されている ことも知りました。これからもき
に参加したり，川辺で遊ばせる ことができる ことを 幸せに思っています

れいな水質を 保てる よ うに，私自身もエコな洗剤を 使うなど ，できる ことから心がけ
ていきたいと思いました

586 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 70歳以上

587 広島県広島市西区高須

男 50代

588 広島県広島市安佐北区白木町三田

女 60代

災害の時，急に水が増える のはど うしてか。平成17年度の水害の時はあっという間
広島は街と街の間に川が流れ，景観的ゆったりしている よ うに思えます。大都市にし
ては水質もいいと思います
20年くらい前よ りは川の回りが整備されたと思う
１．広いところは場所を 有効に活用させてほしい（例）貸し出し会社など の訓練施設

589 広島県広島市西区井口

男 20代

２．水がきれいになった３．安佐北区のほうは急な増水で予測される 事態を なされて
ない！

590 広島県東広島市福富町

男 30代

591 広島県広島市安佐南区大塚西

男 60代

592 広島県広島市南区東雲本町

女 30代

豊かな水量で広島市内を 流れる 代表的な河川と思われます。水質が悪化せぬよ う，
不断の努力が継続的に必要です

水鳥が飛来し，生物が住み，豊かな水量と歴史が流れる 川に
私が子ど もの頃は旧市内の川で泳いだり，貝堀を する ことができた。今は川砂が泥
のよ うになっている 。砂を 昔のよ うにきれいな砂にしてほしい
1.朝の通勤路として活用し，CO2を 削減する ２．復川？サブ 川？予備川を 特に牛田
よ り上に作る
護岸整備を 行い，災害のない河川であってほしいです

以前に比べ水量が少なくなっており，少しでも通常の水量を 増やすことを 考えてほし 川の恵みやありがたさを 身にしみて感じる ために，川遊びの場所の整備や水質を 守
い

る 対策を 考え，将来とも広島県の自然環境のシン ボル的なものとしてもらいたい

様々なイ ベン トで盛り上がったり注目されている と思います。良質な水を 保ってほし
いです

自然災害で川の水が氾濫し，大きな被害になる 可能性がありうる のですね。いざ と
いう時の準備も必要なのですね。太田川の最新情報がすぐ に分かる 提供がほしい
ですね

大芝〜三滝間によ く，ソフトボールグラ ン ド，グラ ン ドゴルフみたいなものを 作って
593 広島県広島市中区江波南

男 30代

いる が，使う人がないのに洪水でぐ ち ゃぐ ち ゃになっての繰り返しで税金の無駄遣

川で泳げる くらいにきれいにしていきたい

いだと思う。（20年間ぐ らいずっと）市内の遊歩道の必要以上の整備が不要
594

女 50代

595 広島県広島市西区庚午中

女 40代

596 広島県広島市西区横川町

河川敷の利用で子ど もの遊び場や色々ある ところはよ いともいます。もっときれい

地球温暖化で大きい台風が来る 可能性が高くなる ので，堤防の強化や高潮対策を

にあんったらよ いと思います

十分にしないと毎年台風のシーズン は大変なことになる と思います

男 70歳以上

よ く利用されすぎている 川である

環境保全，治水対策を 充実する こと

597 広島県広島市安佐南区中筋

男 70歳以上

最近はきれいになったよ うですが，まだ古川にはゴミのポイ 捨てが多いよ うです

598 広島県広島市安佐南区東野

女 30代

ゴミが散らかっている ところがある ので，みんなで協力してきれいにしていきたい

599 広島県安芸高田市向原町保垣

男 60代

600 広島県広島市西区都町

女 50代

・水が汚い・ゴミが多い・せっかく広場がある のに使われていない

・川で子ど もたち が泳げる よ うになったら… ・魚釣りもできたら…

601 広島県広島市安佐南区緑井

女 30代

大きい河なので安心してます

広場でサッカ ーや野球を してますが，他のスポーツ もできる よ うにしてほしい

602 広島県豊田郡大崎上島町明石

女 50代

①太田川の一般開放の情報提供②河川敷利用ルール，マナーの徹底（ゴルフ練習
など は危険）

島嶼部に住んでいる ものは太田川の水を ありがたいと思う。昔は井戸の水を 手でく
み上げていた。便利になった

河川敷で色々なスポーツ やグラ ン ドゴルフなど ができる よ うになればよ いと思いま
す。また，太田川で有料でもよ いのでシジミが採れる よ うになればよ いと思います

水災害に強く安全安心に水が利用できる 太田川

良質な水がたくさん流れる ことを 願います。川が洪水がないよ うに

太田川は身近な川として親しんできて当たり前のよ うに思ってきたので改めて考えて
みる ことができました。色々な方の努力によ り安全で美しい川づくりの上で成り立って 「水質・水量や周辺の環境・景観など が良好に保たれている と高く評価されている 」と
603 広島県広島市西区天満町

女 40代

いる と感じ，ありがたく思いました。川辺のオープ ン カ フェ も利用したこともあり，川

いうことなので，これからもこの状態を 維持し，私たち にも何かできる ことがあれば

を 眺めながらの食事やティータイ ムは心地よ いものでした。そして何よ り日常におい 積極的に参加して，ますます向上していくことが出来ればと思います。機会を 作って
て「安心して飲める 水道水」である ことは本当にありがたく，太田川に感謝して生活し 名水めぐ りもしてみたいと思いました
ています。

604 広島県広島市安佐南区西原

男 30代

水質の更なる 向上を 求める
太田川の水が日本名水に選ばれたとありますけど ，私は六甲のおいしい水を 買って
飲んでおります。飲んでみんさい広島の水はど こに注文したらよ いですか？また六

605 広島県広島市安佐南区長束西

女 70歳以上

私が住んでいる 長束地区祇園大橋の下もスポーツ など できて整備されています。

甲の水の賞味期限が2009年とかいてありますけど ，ど うしてあんなに長く水が腐ら
ないのか不思議でたまりません。田舎でボトルに水を 入れておりますとすぐ 底が青く
なりますのに，ど のよ うにてある か知りたいです

太田川沿岸は整備されていますが，プ レジャーボートの不法係留放置が目に付きま
す。強制撤去・廃棄する べきと思います。美観や通行妨害になる だけでなく，洪水の 水質の環境基準はクリアーしている よ うですが，浄水場取水口のゴミ汚れを 見て，こ
606 広島県広島市安佐南区相田

男 70歳以上

時流出，橋脚を 損傷したり浮遊物となり支障です。条例で厳しく取り締まり，車と同様

れが飲料水になる のか，と不安な思いを しました。流入河川の水質監視と周囲の排

に毎年係留収納証明を 提出させたらいかがですか。販売店に義務付けさせる ことも 水規制，川土手の清掃など で浄化する ことが望ましいと思います
必要です
私の祖母は以前大阪に住んでいました。他県と比べてみても広島のお水はおいしい
607 広島県広島市安佐北区深川

男 30代

と感じております。これも県北部の豊かな自然のお陰だと思います。水質を 守ってい
くことが大切です

608 広島県広島市安佐南区緑井

女 30代

609 広島県広島市安佐北区口田

女 20代

610 広島県広島市西区己斐大迫

男 30代

近年地球温暖化の影響から雨量が異常に多くなってきております。自然を 守りつつ，
浸水対策もよ ろしくお願いします

水質・環境ともに改善されている ということですが，まだまだごみなど も多く見られ，と 人が集まれば必ずゴミが出ます。ゴミを 必ずもって帰る 習慣を つけてほしい。それが
てもきれいになっている とは思えません。もっと徹底してほしい

出来れば水辺でのイ ベン トも参加したいです

橋の数を 増やしてほしい

もっときれいな川になってほしい

土手に緑が多く自然を 感じられる ところがある のがよ いが，堤防の道路の交通量が
多く車を 止める 場所も少ないので，直接自然に触れる ことは難しい（安佐南区〜下

水質を よ くして，水遊びなど できる 場所が増える といいと思う

流）
611 広島県広島市南区比治山町

男 60代

水量が少ない，流れが弱い，沈積した泥が多い，ゴミが多い，不法船舶が多い
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612 広島県広島市安佐南区高取南

女 40代

613 広島県呉市広中町

男 40代

せっかくの資源を 活かせていない。もったいない

愛される 太田川

災害がおきにくい，きれいな水が使える よ うに整備してほしいと思います

614 広島県広島市佐伯区八幡が丘

女 60代

色々な遊び方がある よ うに思い，近くの人は幸せですね！

自然も残しつつ整備してほしいと思います

615 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 70歳以上

問１−１に対し，予備知識がないので回答できない

①太田川の大災害を 想定したラ イ フラ イ ン の確保を ガス，電気，水道，地区町内会
との協議機関を 持って対策を 立案。地下埋設溝，地下街，アスとラ ム等…②河川の
みならず地震・津波対策の立案
616 広島県安芸郡海田町上市

男 60代

617 広島県広島市南区宇品西

男 70歳以上

618 広島県広島市佐伯区美の里

男 60代

619 広島県広島市西区己斐上

女 50代

せっかくの河川敷が雨のたびに土手まで水が上がり，草花が流される のが残念で
す。ゴルフ場も大切ですがもう少し市民性を 持たせてほしい

家族の憩いの場として拡充を 望みます

水質のよ い現状を 今後とも維持してほしい。これらに関して，県民・市民に関心を 持 数年に一度起きる 洪水の予防に力を 入れてほしい。安全な川，美しい川の太田川に
つよ うなPRを してほしい

なってほしい

太田川の源流，両岸を 歩いて，そして2箇所の浄水場も見学，感じたことは98万人に 母なる 広島の本流太田川。いつまでもとうとうと流れる 川であってほしい・管理局の
対して水量の少なさ，汚れ，身近に思い災害対策は堤防の強化・高さを 望みます

皆様の仕事，川が見ている んですね

車で通る 時によ く見かける のですが，シラ サギがヌ ボーっと水面を 見つめたってい
る のですが，（物思いにふけっている のか？）おそらく獲物を 狙っている と考える と， やはりこれから先も美しくきれいな水を 維持していくことが大切ですよ ね
生き物が生息できる 良い水なのだろうと思われますよ ね
620 広島県広島市佐伯区千同

男 50代

台風等襲来時の人口密集地区に対する 高潮対策が遅れている よ うに感じる 。浸水
した場合の広島市都市機能のマヒが心配
下流がとても汚れている と思います。水の色も緑色で濁ってますし，ゴミもたくさん浮

621 広島県広島市佐伯区新宮苑

女 20代

いており，とても悲しい気持ち になります。全て私たち 人間の性なのだと思うと胸が痛
みます

男 50代

たと思う。しかし水辺の近くまで降りる と川の中の石は非常に汚く，原爆投下時水を 求
めた人はこのよ うに川底が汚れていたのだろうか，と思ってしまう。更に美しい川に
昔から「広島の川はとてもきれい」といわれておりましたが，最近は???に思っていま

623 広島県広島市西区観音本町

女 50代

す。水鳥など も魚など も少ないよ うに思います。また，風がない日など 水が動かず，
プ ラ スチックなど の定位置？に浮かんでいたり…また，台風や大潮の時など これで
大丈夫？と思うこともあります
緩やかな川の流れと岸辺の緑を 見ている と心が和む。静かな川も暴れて人々を 苦し

624 広島県広島市東区牛田東

女 50代

める こともある 。よ り豊かな生活を 望むには堤防を しっかりと固め，桜の木を 植え，
並木道を 増やす多くの木々を 植える べき

625 広島県広島市西区楠木町

女 40代

626 広島県広島市東区上温品

女 30代

627 広島県広島市東区戸坂山崎町

女 40代

田川のよ うにしていくことを 望みます。特に下流を 中心にきれいになっていってほし
いです。私も太田川のボラ ン ティアが開催される のなら積極的に参加していきたいで
す

S43年に広島にきた当時の平和公園付近の川に比べ，現在は格段にきれいになっ
622 広島県広島市佐伯区八幡が丘

太田川を 清掃する ためのボラ ン ティアを 数多く行い，それによ って昔のきれいな太

美しい川にしたうえで八幡川で行なっている リバーマラ ソン のよ うなユニークなイ ベ
ン トを 実施してはど うでしょうか？

生活そのものにはもち ろん，潤いの場としてもいつも清らかな，そして恵みを もたら
すものと実感できる 川であってほしいものです。そしてど んな時にも安心していられ
る ものであってほしいと願っております

川は人々に色々な思いを 抱かせてくれる 。水の恵みは大切なので。きれいな川を い
つまでも保ってほしい

ル結城の人口規模を 考える ときれいに保たれている ほうだと思う。防災的にもOKだ とにかく水質の確保が一番大切。誰が見ても広島は川がきれいといわれる 太田川で
と思う。予想を 超えた天災とおっかけっこしても仕方ないことです

あってほしい

あまりにもゴミが多い。水が汚い。利用する 人のマナーが悪い

水がきれいで魚がすみやすい太田川。子ど もも安心して遊べる 川

自宅の近くの太田川河川敷には時折自転車など の不法投棄が見られます。お菓子

この春の市長選挙の際，秋葉さんの方針の中に「泳げる 太田川の復活」というのを

の袋やスーパーの袋など のゴミも見られます。残念なところもありますが，一方でよ

見ました。泳げる 太田川にする ためには下水道を 100％整備する ことや森林の保

いところもあります。石がごろごろある ところでは「ベン ケイ ガニ」がおり，草の生えて 全，ゴミの不法投棄によ る 環境破壊の防止など ，色々な面で施策がとられる ことと思
いる ところには虫たち がいます。子供のお気に入りの場所です

いました。ぜひ実現に向けて努力していただきたいと思います
安らぎや楽しさ（アユつり，水遊び）を 与えてくれる 太田川であり，一人一人が近年の

628 広島県安芸郡坂町坂東

女 40代

北部の災害対策を 強化されては？

異常気象を 真剣に受け止める よ うに，イ ベン トなど を 通して知ってもらえればと思
います

629 広島県安芸郡海田町南幸町

川幅を 狭くしないで自然のままに残し昔のよ うに川で泳いだり魚を 追ったり，夏はホタ

女 70歳以上

ルが舞ったり，下駄ばきで涼まれる よ うな環境を 望みます
全体に水量が少なくなっており，水質の悪化を 感じている 。特に上流・中流域は発電

630 広島県広島市安佐北区

男 50代

所取水によ る 影響を 受けている 。川は水量多く流れて美しくなる が，現状は川原ば
かり目に付くよ うです。「水辺に多くの人が集う太田川」とありますが，いい場所と思う
ところは車の駐車・乗り入れもできません。車は締め出されている と思う
43年ぶりに可部へ帰ってきましたが，太田川の変貌にはがっかりしました。原因は水

631 広島県広島市安佐北区可部

男 70歳以上

の汚れと水質環境の汚れです。本流の水量減少と支流の水質悪化が原因です。ま
た，ペットボトル，空き缶など のポイ 捨てなど 住民のモラ ルの低下です。支流住民の
モラ ルの低下が支流の水質悪化の原因でもあります

年間を 通して水量を 増やし，流れを 安定させる こと。上流・中流域にも水に親しまれ
る よ う車など の乗り入れができる よ う駐車場を 川原，また近場に設ける 。水の流れ
を 豊かにする

全住民が水質維持を 心がける キャン ペーン や学校教育が必要と思っています。太
田川の多用性はよ く理解できますが，流水量を もう少し増やし，住民が太田川のあり
がたさを もう少し実感させる ことも必要ではないでしょうか
近年急激な雨が降り，降雨量が以前よ り多く，今後の水量に対応できなくなる のでは

632 広島県広島市安佐北区可部町桐原

男 50代

現状のままでよ いと思います

633 広島県広島市安佐北区亀山南

男 30代

自分の通る 道の川はあまりきれいに整備されていない

634 広島県広島市安佐南区東野

男 70歳以上

漁業関係者占用の感がある

と心配しています。自然を 活かした災害の起きない対策を 望みます
災害がこらないよ うな対応を してもらいたい
・一般人が気軽に魚貝類の採取が楽しめる よ うになればよ い。・広い河川敷の利
用，管理を 一般に委託を 積極的に推進する

現在の太田川は昔（子ど もの頃）と比べる と水量が非常に少ない。以前見られたハ
ヤ，イ ダ，ムギツ ク，ギギュウ，アユは姿を 消したか，いても数が少なくあまり見かけ 常時水量を 元の流れに近い量になる ことを 望みます。それには企業に洪水時の放
られなくなった。常時枯れたよ うな細長い流れも集中豪雨のときは一変する 。上流で 流調節，環境を 考慮した水管理を 望むとともに，国にもその監視・管理を 希望しま
635 広島県広島市安佐南区相田

女 50代

営利目的に作られた数個のダムが，決壊寸前までためた水を 一気に放流し，太田川 す。また，むやみに川床を 低くしないよ うに望みます。川石や川砂を 採って川床が低
流域の道路や田畑に甚大な被害を 与え，そのたびに繰り返される 。改修工事で更に くなれば川岸が崩れる 原因にもなり，無駄な工事も増え，川を 自然から程遠い状態
川の水を 汚す，といった悪循環を 繰り返している 。下流域の家屋に及ぼす被害も近 にし，汚濁流を 作り出しています。もっと自然を 大切にしたいと思います
年非常に大きい

636 広島県呉市広大広

男 70歳以上

637 広島県広島市東区福田

女 30代

638 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

男 60代

639 広島県広島市南区西本浦町

男 60代

呉市の飲料水も大変お世話になっています。おいしい水質が保たれますよ うに願っ 川の状態が多くの人に見られる よ うな川岸の整備を 進めて川の環境を みんなで見
ています。安定した供給もお願いします

守りたい。そういう整備が進められる よ うに願っています。

アユ釣りを 見かける こともあり，水がきれいだなと思っている 。広島は川の街，これ

子ど もたち の集う水遊び場，もっとPRしてほしい（私自身知らない）安全な遊び場が

からも発展していってほしいと願う

多数あったらいいな

中流の水量が少なすぎる 。発電用ダムの撤去

下流住民が上流の森林，農地を 管理する システム作り

大雨になったらすぐ ゴルフ場がつかってしまう。問１−２に項目がある が，川床を 更 ①河口で安心して食べられる アサリ貝が採れる よ うにしてもらいたい②川で泳げる
に掘る のが対策になる と思う

よ うなきれいな水になってほしい

さまざ まな自然災害が発生する 中でもし〜が〜していたらということに備えて日々の
640 広島県三次市向江田町

女 60代

太田川河川事務所様のご努力お仕事に頑張っていただきたいと思っています。あの
時あーしておけばよ かったのに…では尊い命には代えられませんから，よ ろしくお願
いします。特に太田川の近くに家族の者が住んでいる ものですから強く感じます

641 広島県竹原市東野町

女 50代

642 広島県三次市三良坂町三良坂

女 70歳以上

643 広島県広島市西区田方

女 40代

644 広島県廿日市市宮島口東

女 50代

きれいに整備されつつある 太田川である けど やはり治水の面も考えなければと思う

自然の恵みの太田川，自然に逆らわず何よ りも自然を 大切にみんなが癒される 川
になってほしいと思います。 追伸 今回の太田川の広報について大変判りやすく参
考になりました。ありがとうござ いました

大きな水源のある 広島である ので，もっと水を 大切に考えてほしい。先だっての水害
はあってはならないことだと思った

息子宅（広島市安佐北区在住）へ月1回くらい自家用車で行くのに，太田川の堤防を 若者，老人，両者ともに楽しめる 河川敷で，具体的にオープ ン カ フェ ーなど 食事も
通ります。河川敷で色々な行事を 時には下車してみてゆきます

楽しめたらと通る たびに思ったりします
多くの魚や昆虫の住める きれいな川のままであってほしい。子ど もたち が水と親しめ

思っていたよ りきれいだと知った

る 環境であってほしい

太田川を あまり身近に感じる （思う）時がなかったです。車から見る くらいで…もっと
自然を 大切にしつつ整備されたらいいと思いました
平素は太田川の周囲は大変よ い環境である が，万一想定外の大雨など に対しても

645 広島県広島市西区打越町

男 70歳以上

646 広島県呉市和庄

男 40代

広島といえば太田川といえる イ ン パクトがない

647 広島県広島市西区古江上

女 30代

台風のたびに水位を 心配しなくていいよ うな「安心できる 川」ではないと思います

被害が出ないよ うな万全の対策を 立てておいてほしい

16/76

テレビ で「都会のドブ 川の奇跡」という題で「えひめAI]を 各家庭でつくり使用する こと
で川が清流になる という話です。簡単に作れ人にも地球にもよ いと思い，私は行っ
ています。そんなことを 広島でもやってはいかがでしょうか
今後更に市民が親しめる 環境の整備を すすめてほしい
広島の名所となる こと
ジョ ギン グ・サイ クリン グコースを 整備してほしい。桜並木を 楽しみたい。川原に下
りて遊べる よ うにしてほしいです

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

私は河のない地域に住んでいる ので広くて大きな川がたくさんある 広島市を とてもう
648 広島県呉市音戸町渡子

女 60代

らやましく思っています。豊かな水を 眺める だけで癒され，穏やかな気持ち になりま

遠くからでも河川敷に車を 乗り入れて自由に遊べる よ うなところが増えれば嬉いで

す。いつまでもこのままでいてほしいと思います。新しい川辺の利用を 嬉しく思ってい す。駐車場が少なく，降りて遊ぶことができません。私が知らないだけでしょうか
ます
太田川の水辺のあたりのゴミが気になります。一人一人の自覚が持てる よ う，ゴミ1

649 広島県広島市南区青崎

女 40代

個は必ず強制的に持ち 帰る よ う働きかけたらど うでしょう。ゴミ箱は置かないよ うに

水辺にゴミがない。緑豊かな太田川。自然と楽しめる 太田川（水遊び，釣りなど ）多く

する 。緑の日だけでなく，植栽がもっと身近に感じられる よ うに季節ごとに花や木を

の生物が生息できる 太田川

植える 運動を してもらいたい
650 広島県広島市南区

女 30代

651 広島県山県郡北広島町中原

男 50代

652 広島県広島市安芸区畑賀町

女 50代

生き物がたくさんいる よ うな川になってほしい。子ど もが安心して遊べる よ うな川で
あってほしい
水質が悪い。河川の氾濫が怖い。堤防の決壊が恐ろしい
広島は川とともに歩んできた歴史があり，色々な面で今も川と広島市民の生活は密
着している 。太田川は広島市民，また他市・町を 支える なくてはならない存在だと思う

十分に水を 確保できる 。水質を よ くする
①ここ数年，毎年のよ うに台風のたびに洪水，土砂災害など が気になる 。安心して
生活できる よ う早急に対策を 取ってほしい。②やはり市民生活の基盤である 飲み水
として水質は特に敏感になる 。水質のキープ を 望みます
太田川沿いにもっとたくさん名所になる ほど の花木を 植えたり，水辺のｃａｆｆｅを もっと

653 広島県山県郡北広島町本地

女 40代

広島は水の都と呼ばれている 割には水がとてもよ ど んでいて汚く臭いし，市民がうま たくさん作ったり下流でも水に触れて他の閉まる 場所を もっとたくさん作ったほうがよ
い。せっかくこれだけの川が市内にある のに，絶対にもったいない。うまく利用すれ

く親しめる 場とはまだまだいえないと思う

ば全国的にも広島のＰＲにもなる
①災害が起こらないことを 願っています②最近仕事の関係で国道191号を よ く通り，
654 広島県東広島市

女 60代

太田川を 目にする ことがあります。水を 豊かにたたえている 箇所もありますが，水が
少なく川原が多い箇所が多く見られます。きれいで豊かな水を たたえて緑に囲まれた
太田川であればよ いのにと思っています
私が小学生の時，毎朝太田川の沿川を 散歩する のが日課でした。とても気持ち よ

655 広島県広島市安佐南区川内

女 30代

女 50代

657 広島県安芸郡熊野町川角

女 60代

います。（昔は大雨が降る といつ川があふれる かと心配でしたけど ）
強不足でした。環境はとてもよ いと（動物と人間が共存できている ）思います。緑も豊
かと思いました

659 広島県廿日市市宮島口西

男 60代
男 70歳以上

ン ト，上流地域と中・下流地域の交流・連携
台風が大型化している ので，台風が来る たびに浸水被害がありませんよ うにと願っ
益々お願いします

広島は川の街。昔は泳ぐ ことができたけど 今は堤防も高くなり災害に備えてある と思
太田川からの水を 引用させていただいている のに太田川のことを 恥ずかしながら勉

658 広島県東広島市志和町冠

景観の保護改善③美しい景観を 持つ太田川を 活用したスポーツ ，文化など のイ ベ

かったです。今は草が伸び放題のところもあり，もう少しきれいならば嬉しいです。水 ています。我が家は車がつかってしまって廃車になったことがあります。災害対策を
質はよ いと思います

656 広島県広島市中区住吉町

①太田川沿いの国道191号の更なる 整備②太田川大橋付近から上流部の水量含む

子ど もたち が川で泳いだり遊んだりできる とよ い

一級河川としてきれいな川であってほしい

毎年のよ うに災害が発生している ので防災対策と川の水の少なくなっている 区間対
策
住民が安心して飲める 水にしてください

洪水によ る 浸水災害は少ないと感ずる が，高潮に対する 災害対策は不備と思われ 後世に誇れる 川として残したい。水利用，親水，防災など に整備を 充実，続行してい
る

ただきたい

昭和一桁生まれの私には子ど もの頃は夏休み，また普段夏になる と泳いでいまし
660 広島県広島市中区大手町

女 70歳以上

た。もっと砂場も広くありました（引き潮時）生まれは今の平和公園の中，材木町でし

今は今なりに皆さんの努力で成り立っている と思いますので，広島っ子としては太田

た（安楽院）現在よ く整備されている と思いますが，子ど もの頃のよ うに子ど もたち

川，美しくあれ！と祈ります

が思い出のできる 川辺であればいいな〜と思いますが，時代でしょうね
太田川水系沿いに車で走ってみる と，たゆたえた川の流れにまさに「広島」の象徴の
よ うな気がします。河口の砂州の中に発展してきた広島にとって太田川は「母なる
661 広島県広島市西区三篠北町

男 50代

川」である とともに今後も「生命線」である ことは間違いありません。しかし，最近は
外来魚が発生したり，生態系が徐々に崩れてきたりと是非我々の孫子の代までこの
ゆったりと水を たたえた清流を 伝えていかなければと思います。

662 広島県広島市西区大宮

女 70歳以上

663 広島県広島市西区南観音

男 70歳以上

664 広島県広島市安芸区矢野東

女 60代

665 広島県広島市安佐北区口田

男 50代

666 広島県広島市安佐南区高取北

女 60代

667 広島県広島市安佐北区三入東

女 60代

やはり水質の確保を 第一に望みます。それから時々起こる 大雨など 災害対策の充
実です。加えてこれだけの広域な水系を 持っている ところはあまり他にはないと思う
ので，これを 活用しない手はないと思います。親水区域を もっと設けたり，子ど もか
ら大人，老若男女を 問わず楽しめる 施設がほしいと思います。あとは流域全体の質
の向上，清掃活動，見学会，資料館設置など みんなからアイ デアを 求め，よ りよ い
太田川となる ことを 望みます

私の子ど もの頃は川の中にアシが生えてメダカ ，多くの魚が泳ぎ，また子ど もも川の 太田川の水の中は魚が多く住み，また川辺はたくさんの緑や花が咲き誇る ，癒される
中で水遊びを していた。昔のよ うになれば。私を 含めて川を きれいに心がける

場所にお願いします

太田川は広島市の非常に重要な部分であり，この川によ り市の美観がある といって 問２−２の問題解決のためには，太田川の上流・中流の伐採された山には原生林と
も過言ではない。否，広島市民には生命の川であり，市の環境整備の要である
上流はともかく下流に行くほど 水質の汚染を 感じます（聞きます）企業，市民のマ
ナーアップ を 図る ことが必要だと思います
下流域についてはまずますと見ますが，中流。上流域についてはもっと散歩道を 整

同種の木の植林が非常に大切なことだと思う
水の都の名にふさわしく，みんなが水辺で安らげる よ うな川になる ことを 望みます
サイ クリン グ道の整備を お願いしたい。安佐南から安佐北の一部には整備されてい

備してほしい

ません

とてもきれいで広島の誇りです

水辺遊びやボート釣りなど 子ど もたち の魚釣り，ホタルがたくさんいる とよ い

広島の川はとてもきれいだと思う。街もきれいだし，ただ少し狭い町など 入る と，その

車で走ってみてよ くわかります。大きな道路の川はきれいですが，少し小さい川はま

周りの川もいまいち かなと思う。見ないところもきれいだったらよ いと思う

だまだ見た目も安心できない川。日本一の太田川になる とよ いと思う

大雨が降った際，川原に水が流れ出たりで，竜王橋の下の橋は人が通る 際怖いくら

668 広島県広島市西区竜王町

女 60代

669 広島県広島市西区田方

男 30代

670 広島県広島市西区己斐本町

女 30代

671 広島県広島市東区牛田東

男 60代

しさを 忘れてしまっている

る 整備を してほしい。水量を 増やす方法を 早急に検討してほしい

672 広島県広島市南区南蟹屋

女 40代

もう少しきれいな水に！

良質な水を 保ってほしい

673 広島県広島市西区己斐上

女 50代

川幅が広くなって，水辺の整備もだいぶ進んできたと思う

いです
下流には汚れている ところが多い。昔のよ うに多くの生物が暮らせる 環境作りが重
要である
ど こもきれいに整備され，画一的な感じがしますが，災害対策としてはいたしかたない
のかな，と思います

男 50代

ら下流（沿岸部，海しょう部）までつながりがあり，恵みを 受けている のだと改めて思
う

675 広島県佐伯区杉並台

女 30代

676 広島県広島市南区堀越

男 60代

台風など の影響を 受けて水害が発生する よ うなことにならないよ うにしてほしいです

水質良好とは具体的に明示がほしい。飲料（不可である が,菌など のデータ），洗浄，
水泳など の可否

男 70歳以上

子ど もが水辺で安全に遊べる よ うに自然と一体となった遊び場を 増やしたらよ いと
思う。水辺を 利用した市民の祭りを 催したらよ い
清流を いつまでも保ち ，人々の生活の潤い，心の安らぎとしての川として推移してほ
しい
子ど もたち が大きくなったときもきれいで安心な水を 使える よ うに頑張ってほしいと思
います
市街地での親水場の提供。川の街といいながらその場所・施策がない。（水泳,水遊
び,釣り，しじみ掘り，安全なウォ ータースポーツ など など ）護岸の彩色。特に親水テ
ラ スとか雁木とか

河川内外の雑木・草は除去してもらいたい。河川は漁業者の者ではない。地域住民
677 広島県広島市安佐北区上深川町

川とともに生きている 生物が昔のよ うに増えてほしいです

ダムの作りすぎで水量が減ったので川の周辺も川の中も汚れて汚くなった。川の恐ろ これからの護岸工事（改修も含む）の実施にあたっては，遊び心を 持った余裕のあ

広島市に住むものとしては下流部分しか見たり感じたりする 機会が少ないが，上流か
674 広島県広島市安佐南区古市

竜王橋の上に人が通れる よ うな歩道を 作ってほしい

みんなのものであります。地域の人が協力してきたので今のよ うな広い河川敷ができ
たので（農民は土地提供者）地域の声を 聞くよ うにされたい

678 広島県佐伯区杉並台

男 30代

よ くわからないが広島の水はきれいで安心と聞いている ので良いと思います

679 広島県広島市安佐南区山本

女 20代

ゴミを 捨てないよ うに。きれいな川を 保ち たい

680 広島県広島市東区温品

男 70歳以上

ゴミを 投げない。自転車,バイ クなど

681 広島県広島市安佐南区山本新町

男 50代

このままだと必ず台風,水害の場合,必ず旧市内全体が水浸しになります

イ ベン トなど を 行なう場合,河川敷内への車の出入りは誰か責任者を 決めてある 程
度規制してもらいたい。使用後の清掃（河川周辺含む）を されたい
水が使える のが当たり前の世の中でこの先もそうある ために大事に水を 使っていくＰ
Ｒを し，皆で努力できたらと思います
小さい子が近づいてもできる だけ入れないよ うに。入っても危なくないよ うに

私も旧市内に57年間住んでいましたが,徐々に魚が生きる 場所を 失い。ヘドロ （水の
汚染）がひど くなる ばかりです。年度末に道路ばかり掘ったり埋めたり市内で,太田川
放水路他の川の川砂を 取り,魚がたくさん住む川にしてください
682 広島県広島市安佐南区東原

男 50代

683 広島県広島市安佐南区西原

男 70歳以上

684 広島県呉市西辰川

男 40代

685 広島県廿日市市四季が丘

男 70歳以上

小さい頃から太田川を 見ている と分かる けど 災害の後のその場しのぎの工事が全
部とは言わないけど 多く見られる

自然な川に少しでも理論的に取り替えてほしいです（昔の自然とは言わないけど ）

大芝水門の上段＆高瀬堰の下段にある 中州（砂山）は存在意味がある のですか？ 広い河川敷や水辺に人が集うよ うな施設（整備された場所）を つくり各希望集落に分
取り去ったほうがよ いと素人目に思います（川の安全上）

配。整理してもらうよ うにしたらいつもきれいな施設が存在できる と思います

広島の自然を 代表する 川であり環境保全活動が不可欠

地域の住民が安心して触れ合える 川であってほしい

太田川の水は県西部各都市の住民の生活用水全てを まかなっています。また，瀬戸
内海の魚貝類の栄養素も太田川の水の中にあります。水の硬度も18〜20くらいで
軟水として有名ですボトル1本100円安い。
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地球温暖化によ り,海の水位も上がり太田川の堤防のかさ上げを しています。これに
使う石材は中国や韓国の石材を 使ったらど うでしょう。地域発展のため

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

川沿いに住むものとして堤防を 強化し浸水は絶対に起こらないよ うにしていただきた

686 広島県広島市西区横川新町

男 70歳以上

687 広島県江田島市沖美町

女 60代

江田島市に送水してもらい感謝しています

688 広島県広島市安佐北区真亀

女 50代

災害が起こらないよ う十分点検してほしい。水も以前よ りきれいになった気がする

い

女 30代

ありがたい

た。地球温暖化防止の機運も高まっています。水に対する 私たち の意識も高める
チャン スのよ うな気がします。一般人にもできる 対策を 色々とご提案ください。協力し
たい（自分たち や自分の子ど もたち のために）です

690 広島県広島市安佐南区八木

691 広島県広島市西区大宮
692 広島県広島市西区古江新町

女 40代

男 70歳以上
女 20代

693 広島県広島市西区庚午北

男 40代

694 広島県広島市東区中山新町

男 20代

フコースなど 付近の人たち の運動施設とか庭園風の場所など を 設けていただければ
きれいな水と安全にお願い

源流の森に植林や伐採に行ったことがあります。水に対してありがたいと思いまし
689 広島県東広島市高屋高美が丘

グラ ン ドゴルフ場が整備されている が,未だ未利用地がたくさんある ので,パークゴル

「水質」がきれいなイ メージ。ゆったりと幅広い川で眺める と癒されます。ただし近づく
のが少し恐ろしい感じです。「せせらぎ川」など 小さな川で子ど もが遊びます

生活排水の見直し，個人への訴えを 頻繁にする 。自然を 大切にしていく。むやみに
開発しない
平和都市広島の顔になってほしいです。住民の心を 映している よ うな川底が見える
よ うな透明な鏡のよ うな川に！「ど うしてこんな街の中の川なのにど うしてこんなにき
れいなの?不思議」と観光客の人がびっくりする よ うな川になってほしい！太田川でシ
ジミが取れる と聞きますが，まだ食べたいとは思えません。太田川の蜆が食べたいと
思える ほど 太田川がきれいになったらいいなと思います
広島市のシン ボルである よ うにいつまでも水質のよ い川であってほしいです。河川
敷がもう少し整備され,公園,スポーツ 広場など で皆が利用できる といいですね。（ただ
しゴミは持ち 帰りしてもらいましょう）

グラ ン ドゴルフ場に水撒きを 川の水を 取ってはいけないことのこと。大量に持ってい 毎年太田川,大水害,芸北,滝山川端に定期的落葉樹（マキ，ナラ ，モミジなど ）植林す
なく,バケツ 程度でなぜダメなのか（国土交通省）

る こと（継続する ）

今まで一度も遊んだことがないから遊べる よ うきれいにしてほしい。川沿いの車道な みんなが集まれる 場所,全てが太田川を 中心にしてほしい。なぜなら広島の中で一番
ぜガードレールないんですか？

面積の広いところだからもったいないと思います

・水辺に親しむアプ ロ ーチできる 施設や機会,動物が少ない・河川周辺の生活空間と
河川空間を 融合させる 発想,仕掛け,施設がほしい
水質には今も十分ですが,これからも汚れない努力を してほしい。防災に関してはま

太田川は今のままでも水は大変きれいです

だまだ備えが遅れている と思います

塩化カ ルシウム粒状を 使用は無駄。冬に雪を 早くなくする ために使用になる 。これ
695 広島県山県郡安芸太田町

男 70歳以上

は冬道路に使用している ため川に魚がいなくなった水はある けど 魚が食べる コケが 今後は使用に変わる ものはないですか
ないから全国的に塩化カ ルシウムの使用を これは被害です
水利用など については多くの成果がありこれ以上ダムを 作る とする なら多くの問題

696 広島県山県郡安芸太田町

男 50代

が生じる と思う。多くの生物が生息できる 川にする 視点に災害対策,水利用,地域の森
林作りなど ,国,地方一体となってすすめる べき

人の手によ ってつつきまわされた川がある 。ダムによ って90％以上の水が利用され
川はコン トロ ールされた水が通る 道になっている

ゴミがとても多い。引きのときのボラ ン ティアを 募ってゴミ拾いを してはど うでしょう。

みんなが安心して遊べる よ うになる といいです。ゴルフは全面禁止にしてほしい！過

ウチノ犬はたくさんゴミを 拾って散歩しています。川の中も河川敷も

去にあたりそうになった

697 広島県広島市西区新庄町

女 20代

698 広島県広島市安佐北区落合南

女 50代

699 広島県広島市安佐南区上安

男 60代

700 広島県呉市焼山南

女 40代

701 広島県広島市安佐南区川内

男 60代

702 広島県東広島市八本松南

男 60代

703 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘

男 60代

コン クリート護岸と堰堤が大変見苦しい

704 広島県広島市中区広瀬北町

男 30代

川の中に自然が多く木が多い

洪水対策,高潮対策は早急に進めてもらいたい

705 広島県広島市西区井口台

男 50代

プ レジャーボートの不法係留は見苦しい!広島の恥である

プ レジャーボートの強制撤去

太田川は水がきれいでゴミも少なくて気持ち よ い。見えないところに大型ゴミが捨て
られている 。水は生活する 中で一番大切なものです。自然の恵みに感謝したいです

台風や大雨など 災害に耐える よ うな堤防を 作ってほしい

大水,鉄砲水の情報を 早く判りやすく伝える こと
広島といえば太田川を イ メージしています。これからも次の世代がよ り身近に太田

太田川のイ メージアップ を 他県にももっとアピ ールさせてほしいです。例えば四万十

川と触れ合える よ う私たち が伝えていく必要がある と感じました

川→のり，長良川→船くだりなど ,みんながすぐ 思いつくよ うな…

川で遊べないのは残念。もっと子ど もの楽しめる 川に！

自然と楽しめる 場所に。泳げる 川に！

台風や大雨に対し,河川の堤防が決壊したり,それに伴う周辺地域の田畑,家屋など へ
の被害は過去を 振り返れば相当の額になる 。早め,早めの対策を 講じてほしい

川辺がきれいで氾濫のない川であってほしい

①中流域の整備が必要①川床の泥や砂石を さらい上げる ，水量の確保②堰堤の撤
去③堤防を 自然に戻す

改修工事について予算の関係とは思われる が特に支流の施行が遅い。改修された
706 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 60代

ばかりの箇所が早い時期に再び被害を 受けている 。完成度のチェ ック不備もある

支流の整備,現行の水質保持,水量の増加

のでは？

707 広島県広島市安佐南区大塚西

女 40代

見た感じ,回りも整備されてきれいになったと思いますが,近くを 散歩する と犬の糞やゴ
ミでゆったりとは過ごせない。私はのんびりとスケッチなど が楽しめたらと思います

専門的なことはよ くわからないので書いてもいいのか迷いましたが,セメン トで岸を 固
める よ りも自然の石など のほうが私は好きなのですが，やはり難しいのでしょうか。
市民もモラ ルを 持って太田川を きれいに保つべきだと思います

全体の川伸びを 考えた計画を する ことです。少しずつでもよ いから。何年かかっても 川の恵まれている 町だからやすらぎのある ，世界の歴史に残る 川にしてください。少

708 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 70歳以上

709 広島県竹原市吉名町

男 30代

710 広島県広島市東区温品

女 30代

711 広島県山県郡北広島町本地

男 70歳以上

ゴミが多すぎる 。もっとキレイ な川にしたい

712 広島県広島市中区大手町

男 30代

別に何も感じない

キレイ でお洒落に

713 広島県広島市東区牛田新町

男 50代

広島市内の河岸緑地は美しくてよ く整備されている と思う

川底がもっと浄化されればいいと思う。干潮になっても川底が美しいとさらによ い

714 広島県廿日市市大野

女 30代

715 広島県広島市安佐北区亀山南

男 30代

洪水のあとの樹木にゴミがたくさんかかっている

キレイ な川にしてほしい

716 広島県広島市安佐北区可部

女 40代

川岸など もう少しきれいになればいいかなと思います。可部〜八木あたりの川岸

キレイ な川であってほしいです。自然に落ち 着ける よ うな川であってほしい

717 広島県広島市安佐北区亀山南

女 30代

大雨の時に災害がよ くある

安全な川にしてほしい

718 広島県広島市安佐南区古市

男 30代

少し汚い感じがする ！

年齢問わず誰もが親しめる 場

719 広島県広島市安佐北区亀山

男 50代

自然が多くキレイ な水が流れている 川である

大雨によ る 洪水など で災害が発生しない川

歴史に残る 川を

しずつでもいいですから

竹原市や大崎上島まで供給されている ことに驚きました

いつまでもきれいな川であってほしいです

太田川は私にとって身近な存在でありますが、今回のチラ シで災害の恐ろしさに驚か
されました

親子、老若男女で集える 素敵なキレイ な川であってほしいです
水害のない川にしたい

広島は川の町といわれる ぐ らい川を 大切にしている なと感じますが、事故が多いの
にはがっかりしています

川のそばに住んでいて子供とよ く川遊びを します。自然に親しめ、とてもいい川だと

事故のない川にしてほしいです。私の知人も太田川でなくなりました

720 広島県広島市安佐北区可部町上町屋

女 30代

721 広島県広島市安佐南区毘沙門台

女 40代

子供たち の姿が見えない

子供たち も一緒になって楽しめる ことを 。洪水・高潮対策を ！

722 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 60代

水質・景観とも以前よ りよ くなってきている ので、これに満足せず更なる 整備期待

高潮対策事業の早期完成で安全・安心の広島市を ！

723 広島県広島市西区庚午北

女 50代

上流の水はきれいだが河口に近づくとやはり見た目に汚いと思う。もっと水の大切

水の豊かでキレイ な太田川がもっと広島のシン ボルとして広く他の地域に誇れる 川

さ、川がある ことで広島は恵まれている ことを 知らせる べきだと思います

になってほしい

724 広島県広島市西区庚午北

女 40代

整備されていて水もキレイ だと思います

725 広島県広島市東区

男 50代

水が汚れている

726 広島県広島市安佐北区白木町秋山

女 30代

727 広島県東広島市西条西本町

女 30代

思います

２年前まで岐阜に住んでいましたが、水害が多くて大変でした。他県のことも参考にさ
れる とよ いと思います
良好な水質を 保ち 親水性のある 河川にすべき

あまりよ く分かりませんが、いろんな人の意見を 聞いてみてもいいのではないかと思
う！
色々なイ ベン トがあったり水辺が整備されてとてもキレイ なところもあり、観光資源の
役割も果たしている ので素晴らしいと思います。あとは安全第一であれば転落事故
等車道とのガードレールがないとこが少し怖いです
台風が来たりして洪水になる ととても大変なのはよ く分かります。しかし、川を 整備し

728 広島県広島市西区楠木町

女 20代

すぎて生き物たち が減っている のも事実だと思います。遠足で川に行って（せせらぎ
公園）２・３年前まで取れていたザリガニも今年は一匹もいませんでした

729 広島県広島市西区三篠町

女 60代

730 広島県広島市安佐南区八木

女 20歳未満

731 広島県広島市中区白島北町

女 20代

732 山口県宇部市

男 40代

733 広島県安芸郡海田町昭和中町

女 30代

子供たち が安心して遊べる 水質そして周りの草刈等がされる といいなと思います

見た目はキレイ な川だと思うけど 、もっとキレイ な川になってほしいと思います

キレイ な水質を 保つことが一番望むことです。事故のない安全な川である こと。災害
のときに強いこと。これからも広域的に利用でき、水の少ない地域に貢献する こと
自然を 残しながらの整備ってムリなんですかね？このままじゃ自然の生物は全滅し
ち ゃいそう。保育士としてこれから親になる 世代として子供にいろんな体験を させて
あげたい！あと、汚いですよ ね、川。天満川なんて沼みたいな・・。とうてい子供は遊
べないし、生物も住めないよ うな・・。ど うか自然も残してください

友達が２年間静岡から転勤できていました。広島の川はど こを 見てもキレイ でとても このまま一番キレイ な川といっていただくよ うに維持し、市民一人ひとりが気を つけて
気持ち がよ いところだといっていました

いきたいと思います

生活になくてはならないものであり、釣りや川遊びなど できていいと思う

さらにキレイ な川にする とともに、災害時など には川の近くに住む市民が安心できる
よ うに災害対策を しっかり行ってほしい

平和公園の川辺のコン サートとかはとてもいいと思います。夏に向かって涼しいし、

沿川の緑や桜が美しいと、街や広島市が素敵になります。もっと緑を 増やしてほしい

素敵な川辺だと思う

です

広島県の代表的な川。意外とキレイ で魚もたくさん泳いでいて安らぐ 川

18/76

今でもキレイ でたくさん生物のいる 川ですが、それを 維持しつつ更に川の透明度が
増し川の周辺が市民の憩いの場になれば嬉しいです

Ｎｏ ．

住所

734 広島県広島市南区翠

性
別

年
齢

問４

問５
高潮時のハザードマップ を 潮位別の段階でど こが弱点で危険度が高いのかを 分か

男 60代

りやすく示してほしい。ど こに行けば知る ことができる のか？
日本名水１００選に選ばれている ことを 初めて知りました。これからも良好な水質が

整備して便利な生活が出来る ことはよ いことだが、素晴らしい自然を できる だけ自然

保てる といいなと思います

な形で残せていけばと思います

735 広島県広島市安佐南区中筋

女 30代

736 広島県呉市焼山西

女 50代

広島の源が太田川です

737 広島県山県郡安芸太田町加計

男 50代

コン クリートブ ロ ック積でなく石積の護岸とすべき。勾配もゆる やかに

738 広島県広島市安佐北区三入

男 60代

みんなの大切な太田川を もっともっと大切に考え、ひとりひとりが守っていかなけれ
ば・・

下水整備が必要。特に中小事業所では下水工事を していないためタレ流ししている 。 今後法的に強制力を 持って各家庭も各事業所も早急に下水整備を しないと、絶対に
経費がかかる からやらない。行政も強制力がないため強くいえない
堰堤を もっと整備して上流から下流まで誰もが安全に楽しく通い合える 自転車道を

739 広島県広島市安佐北区口田

男 30代

整備してほしい。部分部分がつながっていないのがとても残念。川運を もっと盛んに
する 。車よ り舟の利用推進
私の住んでいる ところは高瀬堰の近くで、３５年位前から住んでおります。私の主人

740 広島県広島市安佐南区八木

女 60代

741 広島県広島市安佐南区山本新町

女 50代

742 広島県広島市安佐南区相田

女 70歳以上

子供が自由に遊べる ことができる 河川環境整備が必要。特に中・上流域では！
以前の川には戻らない
市民がもっと親しめる よ うにする 。川沿いに川の水を 取り込んだプ ールを 作る と
か、上記のことを する など して川と接する 場を 作る
私たち が住んでいる ところを 次の代へ送る ことのできる 川であってほしいと思いま

が近所の飲み会で「貧乏か、けち 」でないと漁業権について話があり３０年前に権利 す。漁業権も次の代へ続ける と思い入会したのですが、残念ながら不漁のため次の
を 買い「あゆ」を 捕っておりましたが、昨年不漁のため

次と先祖が残したこの太田川を と思い筆を 執りました

太田川ガラ スを 先日買いました。こんな形で自然を 取り入れ水辺を 感じ、美しく食卓

広島市は川の町として有名です。一人ひとりがキレイ な川づくりとして協力していきた

に会話を 持ってきてくれとても嬉しく思いました

いと思います

美しい川というイ メージはないので、名水１００選に選ばれた太田川は意外

名水の名を 汚さない川になる よ う市民が協力して特に下流を キレイ にする こと

広島市内では両岸の堤防工事で川岸がど んど ん高くなり、川幅は狭くなり、水量的に
743 不明

男 60代

はよ くなっている のか悪くなっている のか分からない。川底はヘドロ ばかりが堆積。

ゴミがなく、水清く、誰でも川に入って遊べる よ うな水であればと願う。不法係留船が

昔は貝堀など できる 環境だったのだ。ヘドロ とゴミの多い現状。不法係留の船、全て なく広々と感じられる 川風景にしてもらいたい
撤去してもらいたい
夏の水泳場として整備してはいかがか？ただ車の駐車場やいろいろの付帯的問題が

744 広島県廿日市市前空

男 60代

745 広島県広島市中区田中町

男 40代

下流も最近はすごくきれいになってきたなと思います

広島を 代表する 川なので美しい自慢できる 川になってほしいです

746 広島県広島市中区羽衣町

女 30代

人々の活動でもっとキレイ な川になる のではないかと思う。ゴミが目立つ

生き物が集まり子供たち が安心して遊べる キレイ な川になる ことを 望みます

ある のは分かる が、考えてみる 価値ありと思う

下流域はほとんど がコン クリートで整備され緑がありません。水質を よ くする ために
747 広島県安芸郡熊野町川角

女 30代

は元々川に生えている 草木が必要で、浄化してくれる ため水質はもっとよ くなる と思
います

748 広島県広島市安佐南区安東

女 60代

河口の「しじみ」の採取場として活用できる のではなかろうか

とにかく、上流・中流は自然を そのまま残し、下流付近の災害が起こりそうなところは
堤防を 高くしたり必要以外なところは手を つけないほうがいいと思う。上流部は木の
伐採など で地盤がゆる くなっている のが浸水・土砂災害の原因だと思う。そこからど
うにかしていく必要がある

天満川沿いにマン ショ ン を 持っておりますが、最近よ く整備されてきたと思います

太田川は広島市のシン ボルです。上流に落葉樹など 植え、良質でいつまでもキレイ

が、もっと緑など 植えてベン チ等で休める よ うになる といいです

な川であってほしいと思います

水辺に下りてみよ うと思って駐車スペースに車を 停めて行った事がありますが、足場 きれいに整備されている ところもある ので、もっと整備していけば家族連れなど でに
749 広島県広島市南区丹那町

女 40代

が滑って諦めたことがありました。水辺でのんびりできる よ うに歩きやすくなればと思 ぎわう活気ある スペースになる と思います。瀬野川沿いなど 素敵なところもあります
から

います
750 広島県広島市中区江波西

女 40代

751 広島県広島市中区本川町

女 40代

上流に行けば水もきれいですが、私が住んでいる ところは結構ゴミも多く汚いと思い
ます。子供が夏場になる と泳いだりしていますが、ぞーっとしますね
沿川に遊歩道やたくさん緑があり水もきれいだと思います。他県にいったときに川べ
りに建物がずらーっと並んで水も澄んだ色を していなくてびっくりしました。今、川べり
に住んでいますが川の流れと木々の緑を 見ている と心が落ち 着きます

752 広島県広島市安佐南区毘沙門台
753 広島県安芸高田市向原町有留

女 30代
男 50代

上流はともかく下流はあまりきれいではないので清掃が必要だと思います

美しい水の太田川になってほしいです

以前のよ うに橋の上から釣り糸を 垂れている 人が増えればいいと思います。それだ
け水がもっときれいになり魚が増えたからだと思いますので
川辺で涼を とれる よ うな清潔な川である ことを 望みます

日本の中でも大都市に流れている 川では、太田川の水はきれいだと学者から聞いた 家庭排水が直接流れないよ うに周辺の市町はその対策を 早急に！また周辺の開発
ことがある 。この水質を いつまでも保ってほしい

制限を 。四万十川と肩を 並べる 水質を 望む

私は川魚が好きで、１９６０年代の頃古川や太田川でよ く魚とりを した。その当時いた
魚が今はいなくなっている 。イ トモロ コやモツ ゴである 。これらの魚は止水域に生息
する 魚である 。止水域というのは一口に言えば池である 。日本には約３００種の淡
754 広島県広島市安佐南区西原

男 50代

水魚が住んでいますが、その中で太田川流域には９０種くらい住んでいる ことになっ
ていますが、下流域にはその種類が非常に少なくなっています。私はこのイ トモロ
コ・モツ ゴを 昔のよ うによ みがえらせる よ うな河川を 作ってもらいたい。あゆ・サツ
キマスのよ うに遊泳力がある 魚は現状の太田川でよ いが、遊泳力の弱い魚がいなく
なっている 。川内・東野・口田地区の河川敷に池を 作り、小学生のフィールドに！

755 広島県広島市東区戸坂くる め木

男 60代

756 広島県広島市東区馬木

女 60代

757 広島県広島市東区福田

女 40代

758 広島県広島市東区牛田新町

男 70歳以上

759 広島県広島市東区福田

男 60代

760 広島県広島市東区福田

男 60代

761 広島県広島市東区牛田新町

男 30代

762 広島県広島市西区己斐本町

男 60代

河川改修で堤防の造作等で以前の川として機能が薄れている 。自分の少年の頃は

堤防工事で災害が以前よ りは少なくなった。しかし、堤防の草刈等環境に重点を 置き

川で遊び魚を 捕っていた。以前のよ うな川になる ことを 切望いたします

住民が楽しく生活できる よ うお願いします

倒れた木やゴミがかかっていて汚い

自然を 親しめてキレイ な川であってほしい
河川敷は川を 見ながら寛げる 癒しの場だと思います。よ り安全なよ う整備していただ
けたらと思います

河床の砂を 取れないかなと感じる

増水しても安心しておられる

小河原地区で大規模な拡張工事を 行っている が、何であんな大きな川が必要なのか こんなチラ シを 入れないと知恵が出ないのか。国交省の頭脳が疑える 。税金の無駄
不思議である 。予算が余っている なら道路に回せ！

遣いはやめてほしい！

昔の旭川が洪水対策で太田川放水路になり、市内の洪水は久しくないが十分な査証 広い河川敷が延々と続いている が、そこで遊ぶ子供たち を 見ていて川辺よ り転落が
整備等の実施を

ないよ うな対策は？

毎日通勤で土手沿いを 通っています。とても快適で広島で最も好きな場所です

今以上に美しく、もっと多くの人々が利用できる 場所になってほしいと思います

台風等によ る 大雨や集中豪雨によ る 自然災害への対策が遅れている 。流域住民・ 広島市を 始めとした重要な水がめである ため、水質・水量の確保と上流域の環境整
河川利用者への防災意識向上も必要である

備を 重点に行う

とても気持ち よ くキレイ な川だと思う。でも、ゴミ・花火・ペットのフン など やはり目立

763 広島県広島市東区牛田新町

女 30代

764 広島県廿日市市津田

女 40代

何も把握していません

765 広島県広島市安佐北区三入

女 60代

広島の財産です。大事に守っていきたい川です

766 広島県広島市西区己斐上

男 50代

一級河川としてもっときれいにしてほしい

767 広島県山県郡安芸太田町津浪

男 20代

水が汚くなった。アユが少ない

自然のまま残ってほしい。みんなが遊べる 安全な川であってほしい

768 広島県広島市東区中山上

女 40代

整備されていてよ くなっている と思います

これからもずっと安心して飲める 水であってほしいと思います

769 広島県広島市安佐北区亀山

男 20歳未満

770 広島県呉市広吉松

男 60代

771 広島県呉市西川原石町

男 60代

772 広島県呉市広小坪

男 60代

773 広島県広島市佐伯区藤の木

女 50代

774 広島県広島市安芸区矢野西

男 30代

つ。みんなに美化意識を もっともっと持ってほしい

四季を 通じて広島の自慢できる 川として県外の人に紹介できる 川
琵琶湖の取り組みのよ うな方向性を 望みます
ゴミのない川。ホタルがたくさんいる 場所に（計画性のない河床を 掘る 工事はやめて
ほしい）
もっと太田川でのイ ベン トを 実施してほしい

水が河川敷まで上がったときにそのままになっている ので、スポーツ できる ところな
ど がよ く痛んでいる ので整備してほしい

名水１００選のよ うな、これからも良好な水質保持・維持を 望みます。下流域での有

キレイ で透ける よ うな水が流れ、たくさんの動物が住む川になってほしい

沿川の緑と自然と触れ合う、親しめる 施設の設備と観光資源発掘、開発を 進め賑わ

効活用があまりなされていない。１００万都市らしくない

いのある また、集客のできる 観光施設の整備を 望みます

きれいにしてほしい

雨が降ってもいいよ うに高くしてほしい

小さいころから河で泳いだり魚を 釣ったりして今でも太田川は大好きで、子供が孫た
ち と遊びに行っています。散歩コースなど 整備され前よ り安全だと感じています
主として上流に災害が多いので対策を 講じてほしい

災害に強い太田川になってほしいです。これからも心のオアシスでありますよ うに！
災害のない河川にしてほしい
自然と共存していける よ うな都市型の川。水質を 維持してかつ年を 重ねる ごとにもっ

775 広島県呉市和庄登町

女 20代

パン フレットを 見る と、災害が起きたとき怖いなと感じました。日本名水１００選の中に とキレイ な川になってほしいと思う。緑も増やしてみんなの癒しの空間に出来る よ う
太田川の水が入っている なんて初めて知りました。今度飲んでみたいと思います

にしてほしい。頑張れ、太田川！上記のよ うにする ためにみんなが関心を 持ち 、太
田川を 守っていこうと思える よ うな企画など 行っていけたらいいのかなと思いました

776 広島県江田島市沖美町是長

男 70歳以上

777 広島県東広島市西条町寺家

女 30代

778 広島県東広島市西条町吉行

男 60代

スポーツ など が楽しめる ところが多い
台風の際の増水がとても怖いです。でも普段は子供たち との散歩が楽しい。いろんな 子供たち にキレイ で安全な川と誇れる よ うな川でいてほしいです。私自身も小さいこ
表情を 見せる 太田川は大好きです

ろ太田川の上流や下流で遊んだので、子供たち にも体験してほしいものです

今のままでよ いですが、転石を 水制・護岸補強に利用された

護岸はブ ロ ック積ではなく自然に見立てたものに。災害の少ない河川
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779 広島県広島市西区大宮

女 30代

780 広島県広島市西区古江東町

女 40代

問４

問５

割合基準高く、災害対策など 対応している とは思います

水遊びやスポーツ が楽しめる 場として整備してほしい。下流の水質がもっとよ くなって
ほしい

良質な美味しい水として使える よ うな水質を 保ってほしいのと浸水など の対策を しっ
かりとってほしい
みんなが楽しめる 場を 整備し、災害対策がしっかりしてありキレイ な太田川であって
ほしいです。上流の水質のキレイ な場所にゴミ埋立地計画など ありますが、それは
やめてほしいです

河岸・堤は昔に比べる と大変整備・強化されてきたと思いますが、まだまだ完全とは
781 広島県広島市南区西蟹屋

男 70歳以上

いえない部分がある のではないかと思う。とくに山林の状況が悪化し、無謀な開発な 今後ますます広域利用が広められる 川になる こと。現在以上に活用範囲を 広めら
ど で荒れてきている だけに治水の困難さは想像できる 。その中での努力には感謝し れる 川。市街地を 流れる 川底がきれいになる よ うに
ている 。それにしても、昔の太田川の姿にする ことができる のだろうか？

782 広島県広島市西区古江上

男 60代

783 広島県江田島市能美町高田

女

784 広島県広島市安佐北区三入東

女 40代

785 広島県広島市安佐北区亀山

女 70歳以上

786 広島県広島市安佐南区山本新町

女 60代

防災といって何でもコン クリートでの整備はど うかと思う。防災と自然との共存を して
ほしい

ゴミなど を 少しずつ清掃していってほしいです。私たち も気を つけて持ち 帰りたいで

少しゴミなど が見受けられます

す

広島の中心部に向かって流れる 地域に愛されている 川で、大切にしたいと思ってい

災害防止はもっとも大切ですが、自然と景観を 大事にした工事を していただきたいで

ます

す。アユが減らないよ うにしてほしいです

上流で取水が多いよ うで、三段峡辺りの水が少なく感じます。そのわりに大水のとき
は洪水になる 心配もあり、もっと水を 止める ことができる 余裕も必要と思います

原爆ドームと元安川付近はとてもきれいだと思います。穏やかな感じで太田川の静か
787 広島県庄原市口和町向泉

女 50代

自然体系を 残したままでの整備を 望む

な水の流れに幸福を 感じ、とても安らぎを 感じます。この安らぎを 生涯誰もが感じて
ほしく思いますので、ぜひ十分な災害対策を 願っております

今から川幅を 広げる のは困難なので、川底を 深くする とか、流水用のバイ パストン
ネルを 掘る とかの対策が必要と思います。また、川を キレイ にする のは個人の努力
なので、ゴミを 捨てたりしないよ うなキャン ペーン もやったほうがよ いと思います
これからの太田川が生物が生息できる 川であり良好な水質・緑を 増やし水辺の賑わ
いの場とし、平和な町広島のシン ボルとしていただきたいと思います。誰もが生涯平
和で太田川で色々な人と交流し、笑顔の絶えない太田川である ことを 願い最高の災
害対策を 考えていただきたいと思います

飲料水を 供給し、街の安らぎとして枝分かれして市内に流れている 太田川は素晴らし
788 広島県庄原市春田町

女 60代

いと思います。私は広島に住んでいないが、月に３回くらい広島市へ出る とき中国道 上流にダムを 作る ことなく、また埋め立てないで後世に街の中を 流れている ことを 望
の上から太田川の流れを 見、まち とキレイ な川に接する と心が洗われる よ うです。

みます。また川べりの活用も大いにすべきです

川岸の緑もいいと思います
上流〜下流までキレイ な水のまま流れる のが理想。そして上流では自然を 親しみ、
789 広島県広島市西区古江上

女 40代

下流での水質が気になります

下流では水辺のコン サート・カ フェ ・水上ボート等楽しめる 今のままの太田川の姿で
あってほしいです

現在でも公園・グラ ン ド等として人々に利用されている が、更なる 利用向上を 望みま 公園・グラ ン ド･芝生広場があっても日陰や木陰がないよ うな気がします。人々が集

790 広島県竹原市港町

男 50代

791 広島県広島市東区戸坂くる め木

女 50代

広島市の拠点となる 中心的役割を 担っている

792 広島県広島市安佐北区真亀

女 50代

川の中にたくさんの樹木が生えていますが、これは必要なのでしょうか？

793 広島県広島市佐伯区海老山町

男 30代

794 広島県広島市佐伯区海老園

男 40代

す。イ ベン ト・企画がいいと人は水辺に集まる と思います

い憩いの場にする ためにも転々と大樹があればいいと思います
水の都としてのイ メージアップ 。環境・ゴミの落ち ていない河岸。人工島など 創意工
夫
水源地の見学や出前授業など で子供のときから水の大切さを 学習させる

太田川だけでなく県内や市内には他にも川がたくさんあります。そのほかの川も一緒
に色々と考えていくべきではないのでしょうか？

かなり水質が改善している と思う。下水道等の整備が進んだ成果と思う。川底が全体
的に浅く、干潮時に利用しずらいので観光船が普及しないと思う

干潮時にも上流まで水路が利用できる よ うにして、水の都としての広島市の河川観
光が活性化する ことを 期待します。例えば川中央部分を 定期的に浚渫する ことや上
流からの出流調整ができれば可能ではないかと電車に乗る たびに思います
森は「自然のダム」といわれます。目先のことのみだけでなく、子供たち のためにも

源流は見た目もきれい。河口のほうは別の川のよ うにゴミもある し濁っている 。自分 もっと森を 大事にする 方向で太田川を 考えていきたいです。源流の森の間伐材を 公
795 広島県広島市佐伯区海老山南

女 30代

たち が飲んでいる 水道水の処理する 前の水を 区役所等で見る ことができる よ うにし 共の施設に使う補助金を 出す等金銭的に森林を 育てる のに有利なよ うにしてほし
い。林業を している からお金を 出すのではなく、県の木を 家を 建てる のに使ったら

てほしい

一坪いくら等広い目でお願いします
796 広島県広島市佐伯区三宅

女 40代

沿川の緑を もっと増やすべきだと思います

自然災害に耐えられる 太田川を 望みます

797 広島県東広島市西条町田口

女 20歳未満

水質があまりよ くないと思う

泳げる ことができる 場を 整備してほしい

798 広島県廿日市市四季が丘上

男 30代

市民に利用していない。関心が薄い

799 広島県廿日市市宮園

女 50代

まだまだ整備する 余地が十分にある と思う

800 広島県廿日市市大野

女 30代

もっと市民等が利用する 環境を 整備すれば関心が高まり、よ りよ い川づくりにつな
がる と思う
水の都、広島に恥じないよ うな地域住民が誇れる 太田川にしていただきたい

今回の台風４号程度の雨量でも正午には濁流が水かさを 増していた。近年、台風に 上流域は山崩れが起きている 箇所を 工事し、川幅を 更に広げ、防災意識も大切だ

801 広島県呉市広多賀谷
802 広島県安芸郡海田町日の出町

女 30代
男 60代

よ り災害が多くなりつつある ので自然がというよ りは災害対策を 早急に打たなけれ

が起こりうる 危険箇所を チェ ックして工事を 早急に行う。中流域・下流域に関しては

ば次々と洪水が起き被害が拡大化する と思います

太田川を 汚さない心がけを 続け良好な水質管理を 保つ

段々自然がなくなっている よ うに感じます。一番残念なのは花火がなくなったことです

女 50代

れが気になる

ければと思う

た。今ではありえないことですが、当時と比べて水質もよ く、川・川辺が多目的に利用
される よ うになったことはいいことです

804 広島県廿日市市宮園

女 30代

あってほしいです

太田川の環境について満足してはいる が、１００％ではなく下流にいくほど 水辺の汚 家庭の生活用水を 汚さないよ うに手段はないのであろうか？行政・市民共々考えな

私が子供の頃安芸大橋の下で泳いでいました。母親たち が当番で監視を していまし
803 広島県東広島市高屋町小谷

自然を 残しながら暮らしていくことが大事だと思います。安全に安心に遊べる 川で

３０年前加計に住んでいました。可部線沿いの太田川と山々の美しさは今でも脳裏に
焼きついています。ＪＲの窓からため息を つきながら眺めていました。私にとって「太
田川」はその景色なのです。これからも私たち の生活に恵とうる おいを ずっと与えて
くれますよ うに・・・

以前安佐南区に住んでいたのでとても身近な存在に感じる 。上流域はとても水が澄

あまり広島は地震など が起きないが、いざ 新潟のよ うに地震が起きたら浸水・飲料

んでいてきれいだが、下流に近づくにつれゴミが多いのが現状。自然を 大切に守り

水の不足など の問題が大きい。あまり広島人は意識して取り組んでいないのでその

ながら遊んだり集うのはとてもいいとおもう

点を 呼びかけてもらいたいです

805 広島県山県郡北広島町上石

男 60代

今まで以上に水を きれいにする 様に

県民の誇れる 太田川になる ことを 望む

806 広島県安芸郡熊野町川角

女 30代

遠いのでなかなかいく機会がない。でも河川敷で遊べたりする ので行ってみたい

小さな子供も安心して遊べる よ うなところ

807 広島県広島市安芸区瀬野西

女 20代

太田川のことはあまり知らなかったので、このチラ シで初めて知る ことが多かったで

川の浄化でＮＨＫで東京の多摩市が取り組んでいたのを 見て、太田川も何かできる の

す。広島の水は汚いと聞いていました

ではないかと思いました。微生物が多く生息できる よ う川に緑を 増やしていくのは？

808 広島県東広島市豊栄町

男 70歳以上

809 広島県広島市西区古江新町

女 20代

810 広島県呉市豊町久比

男 40代

811 広島県安芸郡坂町

男 50代

812 広島県広島市東区東山町

女 40代

813 広島県広島市南区皆実町

女 20代

広島県民の約半数の者が太田川のおいしい水の恩恵を 毎日受けている ことに感謝
し、水を 大事に使わなければならないと考える
場所によ っては水が濁っている 。災害が実際にあったとしたら今の状況では市民に

太田川の環境を 守り美味しい水確保のために一層望ましい川づくりを みんなで取り
組むことが大切であり、太田川に関心を 持ち 続け、よ い提言はど んど ん取り入れる
ことでみんなに親しみ愛される 太田川が出現する ことを 望む
休日には家族の声が響き渡る よ うな川づくりが必要。防災対策にもっと力を ！様々

伝える のに時間がかかる のではないか・・

な魚が住む川づくりを ！

自然災害に対し被害が起こりにくいよ うな環境づくり

このまま美しい川を 保てる よ う個々が気を つける よ うにする

一部の人たち にのみ利用されている 印象が強い

市民・県民が集える 川になれる よ うＰＲが必要だと思う。また活動拠点を 作る

東区に住んでいる ので近くに大きな川がないので、太田川の水流を 見る と、それに
緑を 見る と心が落ち 着く
あまり近くを 通ったり見に行くことはありませんが、すごくキレイ というイ メージがな

このまま人が集う川であってほしい
もっともっとキレイ なところ、場所というところを 見せてもらえたり、今回新潟で地震が

かったので今回の広告で分かりました。もっとたくさん知っていきたい。広島に住んで ありましたが、対策はど うなっている のかもっと知りたい。そして私たち に何ができる
のか、わかりやすく伝え教えていただきたいです

いる 人として！
太田川上流域の山間の立木が集落の現金収入のため一度に切り出されハゲ山に
なっている 。立木を 収入源とする ことは理解できる が。計画的にする 必要があり、森
林税を 広島市民は払っている が私ど もは広島県山間の森林とした国家の森林組合
814 広島県広島市南区旭

男 60代

等に多額の資金出資を している がそれらがいまだ何十年とも配当もせず我慢してい
る 実状を 、県・市の行政は考えを 変える べし。とりわけ元本を 間違ったことを 正して
その人たち には免税を する とか、使用水だけと飲用と区別する 方法で太田川ならど
こを 掘っても出る ことなど しっかり考えてほしい

815 広島県東広島市豊栄町

女 50代

豊栄町なので太田川のことは正直言ってはっきり分からないが、日本名水１００選に
選ばれたということは水質が大変いいということなのでしょうから立派なものです
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市内ではないので分かりませんが、私たち の田舎では水がきれいで浅いので子供た
ち が安心して遊べる し、ホタルもいますし。大変恵まれています。太田川もこのよ うに
みんなに喜ばれる 川になればいいな！
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性
別

年
齢

問４

問５

治水・有効利用のために先人たち が努力して現在の川の姿がある のだと思います。
816 広島県広島市佐伯区

女 40代

が、現代の科学の進歩によ る 知見がど れだけ取り入れられている かには疑問を 感
じます

817 広島県広島市西区古江上

女 30代

818 広島県広島市西区観音町

男 30代
女 50代

で固め、公園っぽくしても誰も利用していない。土のままのほうが水も吸収してよ い

り整備しなければならない地区には、今までの災害以上が来ても大丈夫なよ うに

戸坂付近は楽しくスポーツ を している 人が多く感じがよ い

全てのエリアで楽しめる 太田川であってほしい

いと思います。水辺のコン サートなど 特に戦没者の供養にいいと思います。よ く見
に行って楽しんでいます

820 広島県安芸郡府中町桃山

女 20代

821 広島県呉市豊町沖友

女 60代

822 広島県呉市安浦町

男 60代

823 広島県呉市豊町御手洗

男 70歳以上

824 広島県呉市晴海町

女 30代

825 広島県江田島市能美町高田
826 広島県呉市宮原

わせて人間が利用する ことを 望みます

河川敷の整備で無駄だと思う工事があり、税金の無駄遣いだ。わざ わざ コン クリート なる べく水を キレイ に保ち 、土手は草のまま自然なままがよ い。ただ、堤防はしっか

最近太田川付近で色々な催事が盛んになり、皆さんに親しまれ川になじんで大変い
819 広島県広島市南区皆実町

人間の都合に川を 合わせる のではなく、川や気象等によ る 水位や流れの変化に合

水質がよ いとは感じられない。洪水対策も不十分だと思います

いつまでも清い流れの太田川。皆さんに親しんでもらえる 太田川であってほしいと思
います。よ り一層の太田川の発展を 願っています
名水１００選に相応しい川になる ことを 望みます

離れた地域ですのでたまにしか見ませんが、昔よ り市内のほうもきれいになり奥のほ みんなが十分に使うことのできる 水源である ことが一番ですが、安らぎの空間として
うは自然が豊かでいいよ うに思う。生活密着の部分は分かりません
呉市に住んで太田川の水の重要性は日頃よ り認識しています。最近上流において
台風・洪水で災害が発生する ことが多くなっている のが少し気になります
何不自由なく美味しい水が飲める ことに心から感謝しております
昨年のトン ネル崩壊で断水になり、水の大切さが身にしみて分かり、太田川は広島

流れ続けてほしいものです
太田川周辺に住んでいる 人はもち ろんですが、広域で水の恵を 受けている 人も多
く、もっともっと多くの方々が関心を 持って対処する ことが肝要なのでＰＲを 発信してく
ださい
一度も太田川に行ったことがないのでよ く分かりませんが、自然と親しめる 場を 作っ
ていただき一日ゆっくりと過ごすことができる 場所を 望みます
太田川の水は日本名水１００選に選ばれていますが、これからも誇りに思える よ うな

を 支える とても大事な水です

おいしい水が保てる 太田川であってほしいです

男 60代

山に木を 植えて緑を 増やすこと

アユが住める 環境でいてほしいです

女 20代

呉市の水は太田川の水を 利用している ので、断水しても助かっている

日本名水１００選に選ばれたことを 知らなかった。愛媛の西条市は水がキレイ なこと
で有名なのでもっと宣伝してみんなが地元の水を 飲める よ うに広まる といいなと思い
ます
827 広島県東広島市西条中央

男 70歳以上

828 広島県広島市安佐北区三入東

男 50代

829 広島県広島市西区草津南

男 20代

終戦前と比較して広島市の下流域においては底がヘドロ が蓄積し、非常に汚染して 私が小・中学生の頃は遊泳場もあり川遊びや網で魚を 捕る よ うなキレイ な川だっ
いる

た。昔の太田川にしてほしい

ゴミが多いな・・。でも好きよ 。広島の生命の流れを 感じます

イ キイ キしてる 太田川

昨年の水道管の故障によ り島嶼部の断水で大変困りました。大変とは存じますが、事
830 広島県広島市東区曙

女 60代

前に注意していただきたいと思います。同時に水のありがたさを テレビ を 通じて若い
人たち に教えていただければと思います。無限でないことを

831 広島県広島市安佐南区大町西

男 40代

832 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 30代

広島によ く太田川があってくれたと感謝しております。これからもキレイ な水を お願
いします

必要のない護岸工事を している よ うに思える 。かえって環境を 悪くしている よ うに見 見た目を キレイ にする よ り環境のことを 考えて本当に必要なことだけ最低限にして、
える 。無駄なお金を 使って無駄なことを している よ うに感じる 。税金を 大切に！

できる だけ自然のままにしておくべきだと思う
よ り自然環境を 改善して水質を 改善する と共に、災害に対して強い川を ど う両立さ

これだけ大きくて、流域の人口が多い割に水質がいいと思う

せる かが課題であり、長期的観点で専門的に科学的に戦略を 立てる 必要がある と
思う

833 広島県広島市安佐南区高取南

女 30代

834 広島県広島市安佐南区緑井

女 20代

息子が太田川のグラ ン ドでサッカ ーを していますが、整備がもっと整っていればい
いなと思います

水辺でたくさんの人々が交流できる といいです
ゴミのない太田川にしたい。そして魚もいて子供たち が遊べる 安全な太田川にしてほ

よ くゴミがある のを 見かけます。ゴミがある のを 見る ととても悲しくなります

しいです。まず、一人ひとりがゴミを 捨てないという気持ち にならないとゴミは減りませ
ん。一人ひとりにそういった自覚を 持ってほしいです

昭和１２〜１３年頃は猿候側の流れる 南区の大洲町の川でシジミが取れたほど 水質 一級河川の名に恥じない太田川の豊かな自然の水を ど なたが来られても味わって喜
835 広島県広島市東区戸坂山根

836 広島県広島市南区比治山町

女 70歳以上

女 30代

がよ くてきれいでした。昔のよ うなキレイ な太田川の水でありますよ うにと期待しま

んでいただきたいと願っています。広島の美味しい水。広島在住の皆でお互いに助

す。頑張っていきましょう良水に！

け合っていきましょう。大切な広島の水を

京橋川はきれいに思える けれど 、猿候川はそうでもなく見える のは川岸の建物や緑
のせいもある のかなと思います

住宅用洗剤を 石鹸ベースのものにすれば更に水質がよ くなる と思います。以前テレ
ビ で見たのですが、田舎で町民が協力してせっけん洗剤にする と、数ヵ月後に排水
溝にめだかが再び見られる よ うになったのには感激しました

太田川で川へ下りる ところが少なく遊びにいくのに下りられない。階段を セメン トで作

837 広島県広島市安佐北区安佐町

男 70歳以上

838 広島県広島市東区戸坂千足

女 40代

水は割りときれいだと思います

839 広島県広島市南区宇品西

女 20代

あまりよ く分からない

これからもよ い環境を 保ってほしい

840 広島県広島市西区己斐上

男 60代

自然の保全。川遊びを 可能にし、住民と連携してゴミ処理と景観を 大切に

流域の自然・歴史等記載のパン フレットを 作成。一般に大切さを アピ ール

り草が生えないため
キレイ な水とゴミのない川になる ことを 望みます

河川敷に先般ゲートボール場を 新設したことはニュースで知り、高齢者の健康増進
841 広島県広島市東区戸坂桜西町

男 70歳以上

にいいことだと思う。河川敷に昔からゴルフ場がありますが、県・市で借り受け、青少 川の中のレジャー・川岸・魚釣り場。崇徳高校から牛田大橋までのジョ ギン グコース
年の健全なスポーツ 施設にしてはいかがでしょうか？少年野球場、サッカ ー練習場

を 新たに開設する など 太田川で楽しみたいと考えます

など 広く市民に開放したほうが健全な青少年の育成に役立つと考えます
広島県民には必要な川。ずっとずっと利用させてもらいたいので、キレイ な川であっ

842 広島県呉市音戸町波多見

女 30代

843 広島県廿日市市大野原

女 40代

844 広島県広島市中区八丁堀

男 30代

災害の危険性は全国的に見る とど のくらいの順位なのでしょう？

845 広島県広島市中区江波南

男 60代

以前に比べ水質もよ くなってきている が、今以上の水質向上を

846 広島県広島市安芸区矢野東

女 20代

水が汚いと思います

847 広島県広島市安佐北区亀山

女 50代

水がきれいである

子供が安心して遊べる 川にしてほしい

848 広島県広島市安佐北区深川

男 30代

ゴミなど が以前土手など に多く見受けられたが最近は減ったよ うな気がする

最近は大雨など が多く「記録的豪雨」など の大雨災害に強い川にしてほしい

849 広島県広島市安佐北区亀崎

男 70歳以上

河岸、河川敷等にゴミ類が多い

河川敷の有効利用。市民（特に青少年）の憩いの場となる よ うに整備する こと

850 広島県東広島市高屋町小谷

女 60代

川の中を 整備してほしい。木がたくさん育ったりしている

川は水が流れやすくする こと

851 広島県呉市西辰川

女 40代

広島市・県のシン ボル。良質な水源を 保っている

852 広島県安芸大田市筒賀村上筒賀

男 70歳以上

護岸の強化。水資源を 確保する ことが優先する

853 広島県広島市安佐北区可部東

女 30代

美しい自然が随所に見られる 。雄大で包容力のある イ メージ

854 広島県広島市安佐北区口田南

男 60代

てほしい。今はすごく感謝しています

ずっとこのままキレイ な太田川であってほしいです。みんなのやで！

まだまだ水質がよ くないので、もっと水がきれいだといいですね。西区井口辺りがよ く
台風で水没する のでなんとか・・・。オープ ン カ フェ が気持ち いいです。もっと増える 下流辺りでも水遊びのできる 川になる といいと思います
と楽しいかも

女 50代

女 30代

858 広島県広島市安佐北区口田南

女 60代

859 広島県三次市山家町

男 60代

る といいと思う
清らかな流れの魚の住める 水質。豊かな流れがある 田舎、管理のとど いた太田川で
あってほしい
現在の自然を 残しつつ、よ り安全で緑豊かな川になる こと。この２点を うまく共存させ
た形で広島のシン ボルの一つとして誇りにできる よ うな川になってほしいです
安佐北方面は川を 交通手段として観光にも役立つよ うに・・。昔のよ うになる といい
です

を 与えてくれている よ うに感じます。水利用については詳しく知らないのですが、なく

今月末に「クリーン 太田川」が行われます。現在良好に保たれている という太田川で
すが、我々の努力でもっと美しい川にしていきたいですね。川を 大切にしたいです
ゴミが少なくなったとはいえ、ゴミの不法投棄は相も変わらず多く、雨が降り大水が出

用されている かとかを 知っている 方は少ないのではないだろうか？もう少し太田川を たあとは川の木々にゴミが多く引っかかっている のを よ く見る 。まず川の環境を 整え
広島の川としてもっと身近に感じられる よ うな広報を してほしい

857 広島県広島市安佐北区口田南

せせらぎ公園は知らなかったが、このよ うな河岸を 増やしてよ り市民の憩いの場とな

にしてほしい

広島市民の方で太田川という名前を よ く知っていても、市民のためにど のよ うに活
女 40代

強い太田川となってほしい

現在は河川敷に車止めがあり、自由に出入りできない。できれば昼間だけでも自由

てはならない川だと思います

856 広島県広島市安佐北区白木町三田

海と直結している 良質・良好な川となる と同時に特に下流部は今以上に自然災害に

子供たち が気軽に水遊びができる よ うにキレイ な水の太田川になる ことを 望みます

広島とは切っても切れないイ メージの太田川。優しい流れと美しい水が我々に安らぎ
855 広島県広島市安佐北区小河原町

災害は絶対ないよ うにしてほしい

る モラ ルを 作る 必要がある

ついつい本当にキレイ なのかなぁーと思ってしまう。川辺は風が気持ち よ くって車で 子供が安心して水遊びできる よ うな場所がもっとたくさんある といいなと思います。た
窓全開にしてぐ っすり眠れますよ 。チョ ー最高です

くさんのイ ベン トを 行って、もっともっとアピ ールしていくと楽しくなる と思います

水質・景観も良好で周辺もとてもいい。もっともっとキレイ な太田川になっていくこと。 もっともっとキレイ な水になる 。浸水被害区域など 雨が降ったりする ことと考えて防ぐ
環境もよ く自然に恵まれていい街です

方法を 常に考えて住む

下水道の整備を して生活排水によ る 汚染を 防ぐ 。農薬使用量を 規制して田植え時
の農薬によ る 川の汚染を 防ぐ
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もう少しゆったりした流れの川にしてほしい
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問４

問５

現在の太田川はゴミ捨て場であり下水の流し場となっている 。このよ うなことでは川
860 広島県安芸太田市吉田町相合

男 50代

に魚がいなくなる 。また、このたび子供がボールを 拾いに小川である けど 川に落ち
た子供に対する 教育ができていないのと、そうしたことにはネット対策など 考えてみて
は？

861 広島県安芸高田市向原町坂

女 40代

862 広島県山県郡安芸太田町下殿河内

男 60代

863 広島県広島市安佐南区上安

女 30代

864 広島県広島市安佐南区八木

魚の住むキレイ な水の川にしてほしい。水は有限なものです。世界中でど こへいって
も水が飲める のは日本だけです。山の広葉樹を 大切にしていく考えがなければ水は
なくなります。川で泳げる くらいに水を ためてほしい
アユを 始め色々な生物にとっていい川になってほしい

上流部においては護岸の整備に相当な投資が必要と思う

上流部においても小規模な河川広場の設置を 望む

以前に比べキレイ な水・川になったと思う。これからも個々が注意してキレイ な川を

一人ひとりが注意してキレイ な川を 守り、今以上に自然豊かな川になってくれれば嬉

守りたい

しい。子供たち の水辺での想い出も多くなってくれれば嬉しい

男 60代

ある 一部の人が車で河川敷に入る のですが、船も一年中河川敷にあります

岸にゴミがないと気持ち よ く歩ける と思います

865 広島県広島市西区上天満町

男 30代

下流域の川底のヘドロ が多く、干潮時ににおいを 発している 。水質の改善を 望む

866 広島県広島市東区若草町

男 40代

今までは広島市内に多く被害がないので助かっている と感じている

アシなど の水質浄化作用のある 植物を 水辺に植える べき。コン クリートで水辺を 埋
め立てる のはやめてもらいたい
よ り安全な生活が出来る よ うにもっとお金がかかっても整備された川になってほしい
昔に比べて随分川辺が整備されきれいになったことは嬉しいです。旧市内の川岸が

867 広島県広島市東区牛田東

女 40代

868 広島県広島市安佐北区亀山

男

869 広島県広島市東区山根町

男 70歳以上

870 広島県広島市安芸区中野

女 50代

871 広島県廿日市市四季が丘

女 50代

872 広島県広島市佐伯区五日市町下河内

男 30代

873 広島県広島市佐伯区藤の木

女 40代

小さいころから見てきたので川がある 生活は当たり前のよ うに感じていました。水が

全て整備され美しくなり、水辺のコン サートやオープ ン カ フェ など 利用しやすい場所

ある 風景はやはり心が落ち 着きます

になる ことを 望みます。中区辺りはきれいですが、西区三滝辺りの河岸は昔のままで

キレイ な水質を 保つための住民の努力

全国に誇れる 川である こと

雰囲気もあまりよ くないので

874 広島県竹原市忠海中町

男 70歳以上

広島の水は他県に比べてきれいだと耳にはしていますので、それを 下げないよ うにし 水鳥や川魚がたくさんいる 河川になっていってほしいし、子供たち が安心して水遊び
ていかなければいけないと思います

ができる キレイ な川を 望みます

せせらぎ公園に行ってみました。とてものど かで子供が遊べる のに感動しました

広島の川としてもっと観光・アピ ールしていいと思います

よ く河川敷を 走ったり散歩したりします。ラ ン ニン グコースなど 整備されている ところ 自然災害についてこの広報紙を 見てよ く理解できました。これからも万が一に備えて
はとても走りやすいです

しっかりとした対策を 考えてもらいたいと思います

川辺の緑がきれいで、車で走っていて気持ち いい

災害が起きないよ うに整備してほしい

流域地区において人の住める 里山の整備。太田川は曲折が多いと思う。その部分

自然の動植物の保護・保全。養蠣業者の植林の話を よ く耳にする 。落葉樹を 含む

の補強。上流域の開発を 止める 。美味しい水である のは認める けど 、更に伏流水

雑木の植林を 全県民が流域に行う。そのために森林税の利用を 幅広く考える べき。

の利用も積極的に。忠海においても利用している のはよ く知っている が、多くは電発 ダムだけでなく各流域に保水力を 保たせる べき。江の川水系との連結も考えたらど う
だろうか？

用だろう
下流が一番人の目に付くところなのでもっとよ くなればと思います。花火大会もなくな
875 広島県竹原市忠海中町

女 30代

り、大きなイ ベン トが一つなくなる のは淋しいので何か太田川とつくイ ベン トを 作って
ほしいです

876 広島県広島市安佐北区落合南

男 50代

全体的に川の中がみにくい

女 50代

のヘドロ ・水の汚れは気になります。また、橋を 渡る たびに自転車にぶつかりそうに
なります。駅前福屋裏の貸ボート屋さん許可あり？

878 広島県呉市押込

男 70歳以上

広島県の水源池だと思っています

879 広島県広島市東区山根町

女 40代

あまり身近な存在ではない

880 広島県広島市西区高須台

女 40代

881 広島県広島市安佐北区亀山南

男 60代

882 広島県広島市安佐北区白木町三田

男 70歳以上

883 広島県比婆郡東城町川鳥

女 60代

884 広島県三次市作木

男 40代

885 広島県広島市南区段原南

女 30代

を 加える とど こかで無理が生じ災害につながる と思います
子供中心のグラ ン ドを 作ってもらいたい。ゴルフ等は絶対に止めてもらいたい

京橋川・猿候川の近くで暮らしています。緑や川辺など 工夫を 感じていますが、水底
877 広島県広島市南区的場町

ダムは作ってほしくないです。昔からの川の流れのままでよ いと思います。無理に手

ゆったり散歩のできる よ う歩行者用の道を 下流川辺や橋にほしい。下流域にも魚や
水鳥が見られる よ うな水質改善・環境改善を もっと進めてほしい
県民の水源としてキレイ な、そして不足を きたさないよ うに環境・施設を 整備してもら
いたい
子供と遊べる よ うな場所が増える と嬉しい

上流のほうは大変きれいだが、下流のほうは水質がかなり汚れている よ うな気がす
る 。河川敷は色々と有効利用されている よ うでとてもいいとおもう
川中に中洲・雑木が多すぎる 。撤去すべき。川土手を 通路として利用できる ところは
早急に調査し、県・市に提供できる よ う検討してもらいたい

石を 組んだりしてただキレイ にする のではなく、自然に見える よ うに整備する のがい
いと思う。また、上流は汚れる ことのないよ う今のままキレイ な姿で残していってほし
いと思う
川の水量を 多くし、本来の川の流れを 増してほしい

今後ダムは作らないこと。低地に遊水池を 作る こと

護岸や堤防の表面にコン クリートを 露出させない

定期的に溜まりゴミを 取り除き掃除を して。せき止めにならないよ うにしましょう。大

自然を 大切にキレイ な太田川であってほしいです。２０年前に広島市に住んでいて

水が出たときに事故になりませんよ うに

現在田舎に帰っていますが、なつかしく太田川を 思っております
沿岸部に送水されている のは太田川だけでなく、江の川からも送水されている 。これ
によ り江の川の環境悪化につながっている 。江の川の水が送水されている ことを ほ
とんど の人は知らないのではないかと思う

今の太田川もとても好きです。今以上に好きになりたいです

自然を 大切にし、みんなに親しまれる 場所にしていける といいと思います

昔の人は治水についてよ く考えた上で石を 積み上げ石堤を 作り上げています。その
886 広島県呉市安浦町

女 50代

理由は石堤だと生物が住みつく場があります。人間が頂点にいる のですが、その下
に動物・昆虫・微生物と△の関係がしっかりとしていました。今のところではそれが崩
れている と思います。この復活を 考えなければ地球温暖化は直りません

887 広島県庄原市東城町粟田

男 50代

整備されつつある

水質が保たれる こと

現在島に嫁いでいる ので台風など が来る と断水したり、水の大切さを 痛感していま
888 広島県豊田郡大崎上島町中野

女 30代

す。とにかく限りある 資源なので、周辺の環境を 少しでも整えいろんな用途で利用さ
れている ことは、十分理解しました。ニュースを 賑わす災害の数が多すぎます。ど う
にか人の手で未然に防げる ものもある のではと思います

889 広島県広島市佐伯区薬師が丘

女 50代

890 広島県呉市宮原町

女 70歳以上

891 広島県広島市安佐南区川内

男 70歳以上

まずは、限りある 資源として良質な水を 確保する ことを 望みます。その上で、様々な
災害がもう少し未然に防ぐ ため今まで以上の情報の提供、災害時の活動強化を 望
みます

ゴミも減り、随分きれいになっている と思います。水辺を 生かしたオープ ン カ フェ 等 川を 生かした施設も大切ですが、一人ひとりが意識を 持って環境を 大事にしていか
楽しいと思います

ないといけないと思います

景色として高瀬堰の辺りの美しい水の対策としては木を 切る べきでしょうが、自然を

ダムが必要なのはわかる けど 、節水とか一人ひとりの意識の改革ももっと小さいころ

大切にしてなお整備する のはなかなかでしょう

から教育すべき。大人がやらないと。出しっぱなしにしない再利用する

水量が少ない

水質を よ くし、水量を 多く流し、水泳・釣りができる よ うにしてほしい
平和公園周辺にもう少し水辺のオープ ン カ フェ があればいいと思う。三滝周辺では

892 広島県広島市安佐南区緑井

女 70歳以上

三滝周辺の潮干狩りの光景や、舟入側から見る 本川のアステールプ ラ ザ・厚生年金 期間限定で海水浴可にしてほしい。広島駅前の猿候川周辺はＢブ ロ ックの開発にあ
わせもう少しきれいにしてほしい。お台場みたいにカ フェ やレストラ ン 等、水上タク

ホール周辺は美しく広島らしいと思う

シー乗り場の整備等

893 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 40代

太田川は広島を 生み育てた母なる 川だと思っています。三角州など 自然を 勉強する
にしても歴史や産業を 勉強する にしても貴重な川だと思います
スポーツ 用の広場や施設は多くある が、家族で憩える 場、木陰のできる 樹木など が

894 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 60代

少ない。あっても上下地区で一部分のみ。もう少し水の都として川辺で気持ち よ く寛
げる 場がほしい
私は子供の頃広島市に在住していて、夏休みになる といつも川で泳いだり、父と一緒
に魚釣りを して楽しんでいました。先日、広島市の友人のところへ行く途中で太田川

895 広島県竹原市下野町

女 30代

を 見ましたが、大変に汚染されていてあの頃の太田川と全く違う川に見えました。私
の在住する 竹原市は賀茂川があり、大変に水質もよ くたくさん川に関する イ ベン ト
や祭りもあります。私の生まれた市の太田川もど うか昔のよ うにきれいになってほし
いです
私も広島市南区出身で仕事の転勤で竹原市に住んでいますが、竹原市には賀茂川
が流れていて、その水質が大変によ く、飲水も可能で、まだ子供たち が夏場には鰻

896 広島県竹原市下野町

男 30代

やアユを 捕まえる ことができる ほど に大変キレイ です。先日広島市に久々に帰って
太田川を 見る と水質の悪さにがっかりです。ペットを 散歩されてフン を そのまま草む
らに放置したりとマナーの悪さが目立ち ました

897 広島県広島市西区己斐上

男 60代

898 広島県竹原市下野町

男 70歳以上

899 広島県広島市西区南観音

女 30代

900 広島県広島市西区井口台

女 40代

放水路を よ くウォ ーキン グしていますが、子供たち が水に入って遊べる よ うにして
ほしい。子供の声があまり聞こえない。駐車場の問題も工夫してほしい

自然・歴史・産業など 学ぶ場を 整備し、もっともっと太田川のことを 知ってもらう。関
心を 持ってもらう。安全についても知ってもらう場を 整備する ことが大切だと思いま
す
家族で寛げる 憩いの場が、安佐大橋から安芸大橋の間くらいに何箇所か設置され
る と誰しも市民は休日を 楽しめる と思う。期待しております

水質や魚の数を 増やし、フィッシン グパークも設置、太田川へのごみ、ペットの散歩
者に対しては必ず罰金制度を １０万円以上確立してほしいです。また、今回他県で災
害によ る 死者がたくさん出たことも考慮して、災害対策を 真剣に取り組んでほしいで
す。広島ドーム球場設立のことばかりでこういった災害に対する ことを 考えてないよ
うに思います

とにかく水質向上と一人ひとりのマナーを 良くして、ペットの散歩は罰金制度にし、で
きれば広島市で初めてのフィッシン グパーク等も設置してほしいです。そして、今回も
他県で災害によ る たくさんの死者のことを いつも心の中において、災害対策に努め
てほしいです

上流に向かっても連続して歩ける よ うにしてほしい。できる だけ自然に近い形で

広島都市部では河川の整備がされている よ うに見える が、上流域は不十分と思われ 災害の起きない工事を 要する が、何分とも人知の及ばない災害の発生は止めよ う
る

がないので、災害対策を 万全にできる よ うに体制の整備を 要す

太田川の水質は本当に良好なのでしょうか？疑問です
今、ガードレールが付いていないところは付ける ことは出来ないのでしょうか？川の
掃除を まめにしてほしい！

22/76

様々な生物たち が生息する 川であってほしい。そしてその太田川で泳いだり貝を 採っ
たり魚釣りができる 自然と親しめる 川を 望んでいます
なんといっても水質がキレイ である こと！

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５
京橋川・元安川の海に接する 下流に、高砂くらいの堰を 作り潮の干満によ る 水位の

旧市内の河川に工夫が少なすぎる 。大勢の市民が川を 憩いの場として利用していな 高さを 常に保つと、原爆ドームや駅前の水位が保たれ美しい川面になる のでは？ま
い。各橋の幅が狭すぎる ので交通に危険性がある 。もし広島市に６本の川がなかっ た、その堰には流木やゴミ等を 細くする 格子状の設備を し、少しでもゴミが瀬戸内海
901 広島県広島市佐伯区海老山南

男 60代

たとしたら、これほど 見苦しい街も少ないであろう。川のお陰で今のところ適当な空間 に出ないよ うにする 。市内に６本も川があり、２本くらいは常時水面が保たれる 工夫
が保たれている ので、その甘えがある のではないか市と相談して美観を 保つため強

がある と屋形舟等や美しい皆もが保たれる と思う。水は生命の源であり、ドームは生

力な規制も必要と思う

命の破滅であり、世界遺産として太田川の下流水域も含めてもらうよ う努力する べき
だ

902 広島県広島市安佐南区伴南

女 30代

903 広島県広島市佐伯区五月が丘

女 50代

904 広島県広島市佐伯区新宮苑

女 60代

905 広島県安芸郡府中町鹿籠

女 40代

基本的に水辺はきれいだと思うが、ゴミも目立つ。川の中に木が生えている のはい

やはりゴミのない美しい水辺の川であってほしい。上流域にもオープ ン カ フェ を 作っ

いのでしょうか？

てほしい

太田川の中洲に鳥がたくさん住む樹木があったりする 。広島市の美しさは川の美しさ 川に人が集まる とゴミが増える 。川を レジャー施設に使うことは反対である 。川は川
といってもよ い。自然のままにしておきゴミを 捨てさせないよ うゴミを 徹底的になくす
広島の水は大変きれいと思っている ので、今までど おりそれ以上に大切に使われる
ことを 望みます
水が大変汚い

女 40代

汚さないよ う市民一人ひとりが気を つけてほしいものですね
生き物の住める 川になる ことを 望みます

ずっと前に聞いたのですが、太田川にはダムの代わりになる ものがあってダムと同じ
906 広島県東広島市高屋町白市

であくまでも自然に

よ うな役割を している そうですが、それが他の土地にもすればいいのにと今の太田
川を 見て思います

人の都市に比べたらキレイ なほうだと思うのですが、もっときれいになって川で遊べ
る よ うになったらいいと思います

今回の広告では災害対策を ど のよ うにしている のか分からなかった。私は以前牛田
907 広島県安芸郡熊野町城之堀

女 30代

に住んでいたので、春になる と桜と川土手のイ メージがあり好きだった。太田川の花 今後も水道水が美味しい川であってほしい
火も毎年見に行っていた。広島といえば太田川

908 広島県広島市安佐南区東野

909 広島県広島市安佐南区山本新町

男 50代

女 70歳以上

太田川で分断されている 面もあり、特に高陽と東野の橋が必要である 。川は自然の
ままに・・・

可部から下流部については堤防を 広くして道路として利用を 含めて整備すべきであ
る 。堤防を 四車線道路とすれば堤防として強度が高まり、都市交通の面から有効。
可部から上流部の重点的な補強に努める べきである

牛田の中洲に箇所を 観光に活用して川遊びの場としたらいかがでしょうか？

昔は本川小学校の前に水泳学校があり、泳いだりした。懐かしく思います。今はプ ー
ルがありますが、泳ぐ ことができる よ うな水質になりますよ う望みます

３０年位前と比べる とにおいもしなくなり随分キレイ なったと思う。それでも上流よ り生 上流の下水道整備を ち ゃんとしてほしい。川底のゴミなど 取り除く清掃を ど の川でも

910 広島県広島市中区榎町

女 60代

911 広島県広島市中区舟入南

男 40代

912 広島県広島市南区東本浦町

女 30代

上流域はとてもキレイ 。下流域の水質が汚く見える

913 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 40代

汚い。ブ ラ ックバスがたくさんいる

活排水が流れ込んでいる よ うな気がして水を きれいだとは思えない

もっとやってほしい
温暖化によ る 高潮被害が出ないよ うな整備を 望む
毎年、「クリーン 太田川」に参加させていただいてます。これからも清掃活動等は続
けてもらいたい
汚染やブ ラ ックバスの改善
上流・中流はきれいだと思うが、下流についてはあまり水質がよ くないと思うので、下

914 広島県安芸郡熊野町萩原

男 20歳未満

オープ ン カ フェ 、水辺のコン サートなど とてもいいと思う。太田川についての情報を 流の水質改善に力を 入れてほしい。呉高専の環境都市工学科の者ですが、先月の
出前講義もありがとうござ いました。すごく太田川や身近な川に興味を 持つよ うにな

もっと市民に提供してほしい！

りました
人口が増えたり地球温暖化が進む中で川や海、道を 高機能に改めよ うとする ことも
915 広島県東広島市黒瀬町

男 70歳以上

必要だが、本来の持つ川・海・道の機能や性格は考慮して進められたい。人の心は、
気持ち は、昔と変わらないし、むしろノスタルジックにさえなっている 。安全な川・海・
道を 、心豊かに育てられる 施設にしてほしい

916 広島県東広島市八本松町宗吉

女 60代

河口付近の２号線を 時々車で走りますが、川幅も広くキレイ ですがマン ショ ン が多
いなぁと思う
①大規模な調整ダム新設②放水路の新設③堤防の嵩上げ。いずれも費用が現在の

917 広島県東広島市黒瀬町

男 60代

財政の中では不可能である 。親水は諦めなくてはいけない。もともとそういう場所に
生活している 方も諦めてもらう必要がある 。上流の開発で山・野・農地としての保水
力がなくなっている ので、下流で対応しよ うとしても不可能なり

温暖化傾向の中で、やたらと親水性を すすめた河川とする ことは危険と思う。安全な
河川である ことが主眼であろう。上・中・下流の地域特性を 生かすこと、上流からは
海からの増水も安全を 守る ための事業を 緩やかに進める べきと思う

災害のない自然と親しめる 環境の整備
とりあえず発電用ダムの調整能力アップ する も一考なり。秋の台風シーズン には貯
水量を ４０〜５０％までにしておく、多雨時のダムの放水が下流にダメージを 与えてい
る 可能性がある 。一番いいのは中流区域に大型調整池を 設ける といいが費用がな
いであろう。災害のたびに行政がたたかれる が、今までの常識を 超えた天候の変化
のためその対応は不可能である 。諦め感を 持つべし
魚がたくさんいる 川。川の底がすぐ に見れる 川。周りにゴミが落ち ていない川。その

918 広島県広島市中区江波本町

女 20歳未満

雨が降る とすぐ に水が増す。広島の名物ですね

919 広島県安芸郡府中町本町

女 40代

下流になる につれ水が濁っている

ゴミのない、澄んだ水が流れる 、自然あふれる 川であってほしいと思います

920 広島県広島市安佐南区大町東

女 30代

暗いイ メージがある

河川横の土地を 有効利用したほうがよ い。スポーツ 施設、有料道路等

921 広島県安芸郡坂町坂西

男 60代

922 広島県安芸高田市八千代町佐々井

男 60代

923 広島県山県郡安芸太田町加計
924 広島県広島市安佐南区八木

女 60代
女 60代

925 広島県山県郡北広島町都志見

男 70歳以上

926 広島県安芸高田市向原町坂

女 50代

下流域に多くのレジャーボートの係留がある が、これらがしっかり管理されている の
か？
温井ダムが完成し、治水安全度は少し上がったが十分とはいえない。太田川本川に
もう一つはダムが必要である 。治水・利水上において安心できる

ままの水を 飲んでも人体に影響しない川

下流域の河川敷や水辺が、多くの人々が自由に安全に使える よ うになる といい
広島１００万都市を 守る ためには安全・安心の確保が必要である 。台風やゲリラ 豪
雨にもびくともしない川づくりが必要だ。平時は水質等きれいで親しみのある 川で
あってほしい

穏やかに水が流れている ときは心が和みます。大水が出たときは心が震えます。草

みんながキレイ な水を 飲めて子の太田川があって本当によ かったとみんなが思える

木がいっぱい生えて少しずつ整備してほしいと思います

川であってほしいと思います

日本名水に選ばれたとは知りませんでした。もっと多くの所でボトルウォ ーターを 販

安佐南区は海が遠いのでど うしても太田川を 眺める ことになります。その場合水がも

売してほしいと思います

う少し多かったらよ いのにと思います

太田川の流水は県民の命水です。最高の水質を 保つには個人の意識改革が必要で ゴミ・汚水等は絶対に流さないこと。住民一人ひとりが監視する 川にしたいものです。
す。太田川は全国で３番目に大腸菌が多いと聞いています

太田川は住民の財産です。宝です

3年前まで牛田に住んでいたので、太田川はなじみ深く愛着があります。太田川源流 戸坂のゴルフ場辺りのかなり高い木にゴミが引っかかっている のを 見てここまで水が
のほうにもよ く遊びにいっていました。今も三篠川の近くに住んでおり、谷川の近くに 来たのかとびっくりして、また心配になりました。最近の異常気象ではこれまでにない
ゴミなど が捨てられていて気になります

無いくらい降る こともありそうです。できる だけ対策を 早くしてほしいです

昭和４１年に大芝水門、太田川放水路が整備され、ある 程度の水害は防げている と
927 広島県広島市安佐南区東原

男 50代

思うが。大芝水門の辺りの川底は土が溜まり底が上がっている 。これからの大雨が

護岸の整備・強化など

気になる
928 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘

男 50代

929 広島県広島市西区三篠北町

女 30代

この広報のチラ シは広島を 支えている 太田川を 守っていく重要性がわかりやすく説
明されています
沿川を 歩いたりする とき、橋の下など 落書きやゴミが多くある ことがある ので少し通

今以上にきれいになり、市民が大切だと思う場所になる といい。もう少し川の歴史な

る のに怖いときがある 。でも、とても沿川は歩きやすくて好きです

ど が分かる と面白い

いつも川のそばを 通って通勤していますが、もう少し澄んだ、川底が見える よ うなキ
930 広島県広島市中区舟入中町

女 30代

レイ な水の川だったらいいのになと思います。ゴミや舟など の汚れが目立つ場所が
あります

931 広島県広島市西区古江東町

女 40代

932 広島県安芸高田市高宮町原田

女 60代

浸水する 恐れがある 箇所が非常に広域にわたっていてびっくりしました

昨年安芸太田市は思いがけない災害が出ました。完全な安全は川の町である ため

男 70歳以上

台風・梅雨前線等によ る 水害が多く発生している

934 広島県三次市四拾貫町

男 60代

元安川、旧太田川が干潮時水が少なく河岸が汚い

936 広島県広島市南区宇品御幸

男 60代

937 広島県呉市広古新開

女 30代

938 広島県広島市西区田方

女 30代

もっと地域の川に興味を 持ち 関心を 常に向ける ことができる と思います
温暖化に伴いこれから自然災害は多くなる と思います。できる 限りの防災対策を して
自然もしっかり守ってほしいです。難しいでしょうか・・
万一のときに備えて安全な建物ができ、またキレイ な水面がど こでも見られる よ うに
上流の者も努力したく思います。世界の人の心に残る よ うな川の町にしたく思います

933 広島県広島市安芸区船越

女 30代

小中学生やボラ ン ティアで定期的に川やその周辺を 清掃する 事業など があれば、

難しいと思います。万一のことに対し一人ひとりが自分のみを 守る よ うに、心しなくて みんなで努力したいものです。市内に出たたびに水・電車が嬉しいです。市内で無く
はいけないと思います

935 広島県広島市南区宇品神田

太田川の恵が最大限に享受できる よ うに我々が努力していく必要がある

舟に乗って観光しましたが、川から見る 街はまた一味違ってとても楽しかったです。た
だ水があまりきれいとは思えずもっとキレイ な川にならないかと思いました
水質・景観は良好と思うが、大雨に弱い部分がある
オープ ン カ フェ など 利用してみたいと思っています。沿川の緑を 絶やさずいつもき
れいに手入れされていて気持ち がいいです
昔は友達が近くに住んでいたので散歩に出かけたりしていた。車だとなかなか行こうと
思えない
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流域全体が安全で快適な川であってほしい。そのためには洪水に対して有効なダム
の建設が望まれる
元安川、旧太田川の海側に堰堤を 作り、常時川の水位を 上げておけば河川敷に人
が集い憩いの場となる ！
みんなが川のそばへ行き、水の中へ入りたくなる よ うな美しい川にしたいと思います
水質及び河岸の安全が日本一になってほしい
子供たち が安心して水遊びができる よ うな川であってほしいです
子供を 連れて遊びに行きたいと思える よ うな環境になればいいと思います

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

太田川というよ り、県管理区間の京橋川沿いに居住している ためそのイ メージが強
939 広島県広島市中区東千田町

女 30代

いが、もっと水質を 良くして川で泳いだりできる よ うにしてほしい。今はよ ど んでいる
印象である

特に上流については発電によ り水量が少ないため、もっと水量を 増やして川らしい
川にしてほしい。カ ヌ ーなど で遊べる 施設を 作ってほしい

上流区間では親水護岸やアン ダーパスなど の整備も行われ、以前に比べる と川の
940 広島県広島市南区段原

女 30代

周りがきれいになったなと感じます。水に親しめる 整備を ありがたく思うと同時に、観
光アピ ールなど もっと太田川を 活用できたらいいと思います
以前は商工セン ターのあたりでアサリがたくさん取れていましたが、今は取れなくなり

941 広島県広島市西区東観音町

女 70歳以上

ました。川にゴミが多いので行政でゴミ拾いのイ ベン トとかを してほしい。アサリの放
流もしてほしい

942 広島県安芸郡海田町新町

女 50代

943 広島県広島市佐伯区

女 50代

944 広島県広島市佐伯区五日市

女 60代

945 広島県広島市安佐南区高取北

男 60代

946 広島県広島市安佐南区八木

女 30代

947 広島県広島市安佐南区東野

男 30代

948 広島県広島市安佐北区あさひが丘

男 60代

女 50代

なる ことを 望む。アサリやシジミがたくさん取れる 川になってほしい

きれいになってきたと思います。が、もう少し川辺に下りて歩きたいと思うにはど ろど 川辺でてに水を すくったり、魚・かに・貝類を いじったりできて鳥たち がにぎやかに舞
ろしています。空き缶・ペットボトル・ビ ニールが流されている のが悲しいです

い飛ぶのを 幼児らと一緒に眺められる 場所

広域的に利用されている ことはとてもよ いことだと思う

今のままが自然でよ いと思います

北部の水の観光を 広げる ための道路整備と、山の環境を 一緒に考えた自然美を 生 災害防止については河川に近いところの木々の伐採、台風時の流木を 防ぐ と共に
かすそれぞれの太田川の特長を 生かすことを 考えてほしい
空白の天気図作家柳田氏の書を 読んでいる 。思いもよ らぬ場所で発生する のが災
害です。過去に発生した災害を くまなく調査して役立てる
近くに素敵な太田川がある ので嬉しいですが、近くに行くとゴミの多さにがっかりする
ときもあります

災害の多い川の上流にはダムの建設も考えたほうがよ いのではないか？
高瀬関の補強。上流地域の強化は急務
子供たち がもっと水と親しめる 場所があれば嬉しいです

親水施設が不十分（河川敷の整備等）
全体的にはよ く整備されている と思います。今後は洪水等人の命に関わる 防災につ 安心して自然と触れ合える よ うな川になればいいと思います。発電は原子力として川
いて構築されたらいいと思います

水は他に有効活用を 更に進めればいいと思います

昔のよ うに魚など 生物が生息できる キレイ な川にして、水遊びのできる 川を 取り戻し
949 広島県広島市東区中山上

太田川の上流は緑を ずっと保ってほしい。下流はもっと水質がよ く、ゴミがない川に

てほしい。生活排水の影響がますます深刻化する と思うので、しっかり啓蒙してほし
い

太田川の河川敷が一部ゴルフ場になっている が、一部の人が使うのでなく公の広場
にしたほうがいいと思う

950 広島県東広島市志和町志和堀

男 70歳以上

周辺環境の整備と良質な水質保全対策の強化

広く県民に役立つ河川として諸設備の充実と対策の向上

951 広島県広島市安佐北区真亀

女 60代

メダカ を 見なくなった。他の稚魚ばかり。３０年前にはたくさんいたのに・・

家族で遊べる 川。鳥たち もたくさん住みつく川になる といい

952 広島県広島市安佐北区口田南

男 60代

上流域に自然と親しめる 場所が少ない

自然と調和し災害に強い太田川

953 広島県広島市安佐南区山本新町

女 40代

親水スペースがあり、放水路で自由にシジミ捕りや釣りが楽しめていいです

954 広島県呉市吾妻

女 50代

955 広島県三次市上田町

男 70歳以上

956 広島県呉市焼山北

男 70歳以上

957 広島県呉市畝原町

男 70歳以上

958 広島県廿日市市吉和

女 30代

959 広島県佐伯区杉並台

女 50代

960 広島県廿日市市阿品台

女 50代

961 広島県広島市安佐南区西原

男 40代

962 広島県廿日市市宮園

男 50代

川の中に中洲ができ、木が大きくなっていて洪水の跡等ゴミが多く引っかかって見苦
しいし流れもスムーズでなくカ ーブ している ところは不安に思う

漸次、河川の水質が汚染される 可能性があります。一人ひとりが水を 大切に

太田川は他市に見られぬ美しく、市民の辺りに流れている 一部の漁業組合の川でな
く市民全員の川に。月ごとにスポーツ ・釣り・読書と月間を 作って

水がもっときれいになってほしい。泳げる くらいに。太田川だけに水源を 依存する の
に不安がある
せっかくの大きな川なので、川を 生かしたイ ベン トや川遊びができる 場を 整備してい
ただきたいと思います。川に鯉等が泳いでいる ととても豊かな気持ち になります。両
岸に桜を 植えたらいかがでしょうか？
太田川は広島の母なる 川。上流地域の山の緑を 大切にし、よ い環境を 。行政も私た
ち も真剣に取り組みたいものです。太田川に限りません。芦田川も江の川も同じ
一部の人の利用でなく、市民の川として利用できる よ うにぜひとも願いたい。貝・アサ
リの取れる 場所。泳げる 場所。魚釣りのできる 場所。川辺で読書・喫茶・スポーツ が
できる よ うに

本流へ注ぐ 支流の災害が多いよ うに思われる 。支流の手入れも十分にされる よ う

太田川沿岸はほとんど 官有地と思われる ので、河岸整備を して自然豊かな環境を 造

に願います

成してほしい

護岸整備の必要なところなのか本当によ く話し合ってやっている のか分からない。そ 自然を 感じられる 川になってほしい。山の整備もしなければいい川にはならないと思
のお陰でアユやヤマメの住みにくい川になっている 。よ く考えてからにしてほしい

う

一度荒れ狂うと手がつけられなくなる ので、色々な対策が必要だと思います

水のありがたさがみんなに伝わる よ うなそんな川になってほしい
水源・周辺の自然環境の調査を 行い、西中国山地の生態系の保持、復元にど う貢
献できる かという視点で太田川を 見直してほしい

下流の環境整備を 。泥・ヘドロ を 何とかしてほしい。上流の美しさを いつまでも守って
ほしい
広島市内では高潮対策を 強化してほしい

いつまでも名水の水質を 維持してほしい
自然を 最大限に活用した整備を 行うこと

広島県にとって太田川は大切な川です。以前呉地区へ水を 送っている 地下水路が
963 広島県廿日市市宮園

男 20代

崩れ、大変な不便が発生しました。これを なくすためバイ パス的な水路を 作ってほし

水と触れ合える 自然豊かな川として整備してください

い

964 広島県庄原市東城町川西

女 50代

965 広島県広島市南区青崎

女 30代

966 広島県安芸郡坂町小屋浦

女 20歳未満

967 広島県広島市安芸区船越

男 30代

今の太田川は色々活用されている ことは喜ばしいと思う。日頃から市民の、大切にし 美しい水を いつまでも大事にして一人ひとりが気を つける よ う心がけていける よ う
なければいけない意識が高まってきている と思います

これから先も今以上に美しい川でいてほしい。そしていつまでも美味しい水が飲める

水が豊かで美しいと思います

よ うにお願いします

昔よ りはきれいになったと聞いている けど 、まだまだイ メージとして汚い感じがしない
でもない
昔に比べたら水がきれいになった

災害のない多くの生物が住める 太田川になってもらいたい

川沿いに住んでいて美しい水だと思っている が、ゴミがあまりに多いので興ざ め。自
968 広島県広島市安佐北区深川

女 40代

然で美しい川は歓迎だが、人間が川で遊び泳いだりスポーツ する ために開発する の
はよ く思えない。自然のままでその上に災害が起こらないよ うに整備していただきた
い
市内を 走る と橋を 渡らずにど こにも移動できず、川に囲まれた街なんだということに

969 広島県広島市安佐北区深川

女 30代

気づかされます。もし災害で河川が氾濫すれば私たち はど うなる のだろう？と不安に
感じる ことがある

970 広島県広島市安佐北区亀崎
971 広島県広島市安佐北区口田

男 60代
女 60代

にしたい。みんなが集まって色々イ ベン トがもっと増える よ うになる といいですね

野鳥や魚が自然のままに暮らせる 美しい川を 守る 。ただ、川中に樹木が多いと洪水
の原因となる ので撤去がいいと思う。ゴミを 撤去してほしい。各人がゴミを 捨てない。
美しい自然の川を 望む

高瀬堰付近でアユ釣りを されている 方の姿を 見る とのど かな光景だなと感じる 。アユ
やその他生き物が生息しやすい環境に！美味しく水道水を 飲める よ うに

他の河川が渇水で給水制限が始まったと聞いても太田川では聞いたことが無い。大

洪水のあと、川の中の木にポリ袋など ゴミが引っかかっている のを 目にする と悲しく

変ありがたい川です

なる 。キレイ な川であってほしい

川の中の草・砂等を 撤去し、水辺の水の流れを よ くする 。広島の水は飲んでみたが 川の中がきれいになれば子供が浅いところに入って水遊びができる よ うになる 。せ
美味しかった

せらぎ遊水のよ うなところがもっと増えたら楽しいと思う

１０年前に８３歳で亡くなった父は戦後東広島に戻り農業を しておりましたが、なくなる
972 広島県広島市安佐北区口田南

女 50代

直前まで私たち 娘の家に良く車で来てくれました。広島の街の様子は変わっても、立

昔の姿を 継続しつつ、自然に溶け込める 美しい川であってほしいと希望します。小

派な川がある から道に迷うことは無い・・とお酒が入る と若い頃を 思い出すかのよ う 魚、鳥も一緒に生活できる よ うな
に話してくれた姿を 思い出します
川底が高くなっている ところを 多く見かけます。川の底よ り住宅地等が低く見られる

973 広島県広島市安佐北区真亀

男 50代

ところが多く見られますが大丈夫でしょうか？台風が来たとき道路が安心して走れな
いです

もう少し堤防を 高くし、川の砂利等を とり、水が出ても安心できる よ うにしてほしいで
す

安佐大橋の辺りは公共の広場として活用されている し、川幅も広く穏やかだと思う。一 海に近い下流付近は災害対策にもっと力を 入れる べき。川幅が広いところは川原を
974 広島県広島市安佐北区深川

女 30代

方、中深川・下深川周辺は自然のままで雑草が広がり堤防も満足なものとはいえな

うまく利用し、かといってむやみに自然を 壊さないでほしい。キレイ な水を 維持する

い気がする 。大雨のときとても心配である

よ う住民みんなが意識を 高める よ う努力すべきだと思う

昭和１８年ごろ、可部の水害復旧作業に中学校から民宿して参加した経験がある
975 広島県安芸高田市吉田町川本

男 70歳以上

が、当時から見れば改修補強が進んでいる と思う。しかし、常日頃の巡回点検を 怠

いつまでも「山紫水明」といえる 河川であってほしい

る ことなく地元の意見にも耳を 傾け、事前の対処を お願いしたい

976 広島県安芸高田市吉田町吉田

男 60代

977 広島県安芸郡海田町南幸町

女 50代

978 広島県広島市西区庚午北

男 30代

979 広島県広島市西区庚午南

女 30代

980 広島県広島市東区光町

女 30代

河床の岩石、沿川の緑、良好な水、何といっても上流の太田川は自然豊かで心が癒
される 。私たち が誇りとすべき川である と思う

豊かな自然環境を 壊すことなく、自然災害を 防ぐ 対策を しっかりと検討していただき
たい。県民の財産である 。また、下流を 支えている 水としての啓発が不十分である 。
教育においても川（水）の重要さを 取り入れる 授業を 行ってほしい

放水路ができて以来大きな洪水が無いよ うに思います。護岸は整備されたと感じま
す。水際に草や木が生える のは自然なことなので、このままにしておいてほしいです
太田川放水路の上流やそれよ り上流の環境はとてもよ く、落ち 着く

人が集中している ところで水質を 保つのは難しいことだと思います。生水を 飲める と
か泳げる とかは望みませんが、川面に魚が映る 風景にはあこがれます。その方向で
お願いします
下流の環境がもう一つだと思う。川が憩いの場になる よ うな空間がほしい

上流域では自然豊かな環境を 感じる が、下流域ではとても豊かな自然環境とはいえ 自然が多く生物が生息できる よ うな川。また、身近に川が感じられ親しみやすい自然
ないと思う。ゴミも多い。一部だけがいい環境であればいいとは思わない

がある 川

街中を 流れている 割にキレイ で、川沿いの風景は癒される 。源流は自然豊かでこの 去年の台風のときのよ うに被害が出ないよ う、危険時には近づかないよ うにし、普
まま大事にしていきたい

段は気軽にみんなで憩える よ うでありたい
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981 広島県呉市蒲刈町向

女 50代

982 広島県広島市中区白島九軒町

男 70歳以上

983 広島県広島市中区舟入中町

男 30代

984 広島県安芸郡府中町大通

男 60代

985 広島県府中市土生町

女 30代

問４

問５

蒲刈まで水を 送っていただき大変ありがたいと思っています

災害にかこつけて無駄な工事は絶対にしないでいただきたい。太田川の価値を もっ
と県民にアピ ールして大切に守る よ うに努力を 続けてください

水源の植養林を 拡充・充実する こと。人工林から広葉樹林拡大。下流の都市部・島 水量が豊かで災害が少なく、自然の親しみがあり、河川が人々のますますの恵となり
嶼部の水源涵養への拡大。都市部の下水活用。浪費の抑止。雨水の活用

ますよ う希望します

汚くなってきている と思う。ザリガニやメダカ 等の生物が減った

きれいで自然がいっぱいの川になればいいと思います

広島は川の都市と言われている よ うに太田川に行くと、なんだかホッとした気持ち に
なります。これからも人々に愛される 川になる よ う県民として環境等に気を つけたい

子供から大人・老人まで一緒に活動できる よ うな行事を 考えてほしい

太田川についての知識はほとんど 無く、川も汚れている イ メージを 持っていた。水辺 太田川が暮らしに大切である こと。災害時に影響が出る 範囲を 知らせる ことなど の

986 広島県広島市南区大州

女 30代

987 広島県廿日市市阿品台北

女 60代

988 広島県広島市佐伯区海老園

女 30代

989 広島県広島市佐伯区海老山南

女 30代

990 広島県広島市安佐南区西原

女 60代

991 広島県広島市南区東雲本町

女 60代

992 広島県広島市西区井口鈴が台

男 30代

993 広島県広島市西区打越町
994 広島県安芸郡府中町宮の町

のコン サートのよ うなイ ベン トの場として使われる ことは知っていましたが日常の中

情報を 発信してほしい。子供たち にとって川が身近なものとなってほしいし、そのため

で気にしたことがなかった

にもキレイ な川であり続ける 対策を とっていただきたい

日本名水100選に選ばれたのは素晴らしいことだと思います。これからも良質な水を これから台風がよ く発生する 季節となりますが、災害に備えて強化していただければ
保てる よ うにしていただきたいと思います

と思います

名水。この水で美味しいカ キが食べられる 。水は命に関わる もので、大切にしたい。 豊かな自然。キレイ な水に特にひきつけられる よ う。みんなで大切にしていきたい。
広島の美しい景観にもなくてはならない

観光や交通手段にもメリットがある よ う整備されたら良いと思う

以前よ りも川を 利用した催し物など が増え身近に感じつつある 。が、近年の台風で
犠牲者が出ている のも事実。このよ うなことが起こらないよ うにしてほしい
他の県の川と比べ、キレイ な水が豊富な川だと思います

日頃の太田川は雄大で穏やかで水は清くきれいだし、一日の終わりとして眺める 川を
バックに夕陽はすごーく美しく、心を 和やかに感じさせている と思います

広島は川の町なので川の環境を よ りよ くし、人と生活の中での関わりを 増やすよ うに
してほしい。加えて、災害は起こってからでは遅い。万が一の場合の対策を 常日頃か
ら怠る ことのないよ うにしてほしい
いつまでもみんなに愛される 美しい川であってほしいです。大切にしていきたいです
幼少の頃、雨が降れば川は氾濫し床上浸水していましたが、河川工事が行われてか
らは心配がなくなりました。これからも堤防の決壊など がありませんよ うにと願ってい
ます

10年位前までは道から降りて遊んだりできたと思います。子供でも老人でも遊べる よ 太田川は自然があり素晴らしいと思います。小さいとき川で遊んだ一人として環境と
うにしてほしいですね

か景観とかを 保っていてほしい

男 30代

ゴミが多く水が汚いので市民全体で気を つけて対策すべきだと思う

清い川になってほしい

女 30代

船の違法係留が問題である

子供たち が川遊びできる よ うな場所を たくさん作ってほしい

995 広島県広島市南区大須賀町

女 40代

996 広島県呉市川尻町森

男 30代

997 広島県広島市南区翠

男 30代

998 広島県広島市南区堀越

女 40代

999 広島県広島市安佐南区八木

男 70歳以上

人と自然が調和した河川

沿川の整備が進み安心して通行できる よ うになりました。オープ ン カ フェ は景観もよ 良好な水質の維持と安全。水辺で子供たち が遊べる イ ベン トの開催。水辺のコン
く憩いの場として利用している

サートやオープ ン カ フェ の広報の強化

比較的水質がいい川で様々な生物が生息している

今よ りキレイ でよ り多くの生物が生息できる 広島のシン ボル的な川になってほしい

上流域・中流域共に１００万都市に注ぐ 河川とは思えないほど 多様な環境を 有して

利水・治水・環境のバラ ン スと調和を 図った整備を 期待します。直轄外の支流の環

おり、生物も多様で故郷の川としてとても誇らしく思います。太田川サイ コー！

境保全もお願いします（魚道整備等）

広島は川の多いところで恵まれています。景観もよ くなっていますが、ゴミや汚れて

自然災害はいつ来る か分からないので、前もって浸水の恐れのある ところも整備し

いる ところもある ので良質な水を 保つ環境づくりも必要である

ていく必要がある と感じる 。いつでも安心して飲める 水作り

今の太田川はきれいになっている と思われます

もう少し自然と親しめる 場を 多くしてほしい

太田川の自然を 壊さないよ うに、車道とは別に自転車道・遊歩道の整備を お願いし
1000 広島県広島市安佐南区川内

女 50代

ます。野鳥の保護も大事かもしれないが、危険という面においては大量の樹木は取

誰もが朝早くから散歩できる よ うな明る い太田川の雰囲気がほしい

り除くほうがいいと思う。事故が起きてからでは遅い！

1001 広島県広島市安佐南区長楽寺

女 30代

1002 広島県東広島市西条中央

男 20代

1003 広島県広島市東区尾長東

男 70歳以上

普段は静かで少し淋しいイ メージ（上流）。しかし大雨になる ととても怖いイ メージ。
でっかいだけの川で川沿いがにぎやかでない感じ
下流の水を 見てあまりきれいだと思わない

川の涼しさ・流れの音・生き物、子供たち にも知ってほしいことがたくさんあります。美
しく立派な川ですので、ぜひ川の町広島の象徴としてもっと広く利用できたらいいの
に・・と思います
特に下流域でもっと緑がほしい

現在の太田川はなんかバラ ン スが取れていない。ただ、水利用のみを 考えたもので 私たち の少年時代の太田川はど こでも泳げる キレイ な水と砂の川だった。水量も豊
もっと水の流れを 多角的に考えた管理が必要でしょう。ヨーロ ッパの河川の利用も参 富であった。そのためには水源地の山地の状況から見直し、沿岸の整備が必要。太
田川全体を 見る 役所が必要

考になる のではないだろうか？

太田川放水路は人工で作られた川です。この放水路が無かったらど うなっていただろ 水質の向上。川が６本も市内を 通っている 。産業排水・生活排水を 浄化してキレイ
1004 広島県広島市西区己斐大迫

男 70歳以上

うか？戦後に完成したのでしょうがおそらく広島市内は水害が多く発生したのではない な水になれば自然に景観は増す。汚い水では水辺を 利用する ことも不可。キレイ な
かと思う。よ くもこんな大きな放水路を 作ったものだと感心している 。先人は偉い
太田川放水路の近くに住んでいる が、川を 魚がぴち っと飛びはね水鳥が多く見られ

1005 広島県広島市西区己斐本町

女 40代

る 。それは水質の良さの現われと思う。これからも動植物がすめてみんなが憩える
太田川であってほしい

1006 広島県広島市東区中山南

女 30代

1007 広島県山県郡北広島町阿坂

男 70歳以上

1008 広島県安芸郡熊野町

女 60代

1009 広島県安芸郡熊野町

女 40代

川の近くに住んでいないためピ ン と来なかった。自然豊かなイ メージが無くいろんな
イ ベン トを されている ことも分からない

水であれば空気もいいし生活が潤う

整備されている とはいえ、水害の時には浸水など の被害を 受ける 箇所がある ので
被害の無いよ うに今以上の整備を 望む

もっと太田川の情報が分かる よ うに新聞等で紹介してほしい。情報が広く広がる と災
害以外のことでも太田川の自然について考える きっかけになる と思います。みんな
で太田川について考える ことができれば本当に必要なものが見つかる と思います

自然に恵まれた環境も守る 住民意識の啓発。観光農業の活用。防災工事の強化と

支流あっての太田川です。全国でも上位クラ スの清流を 維持する ためには下水処

あわせて広範な賑わいの者として整備される ことを 願います

理施設の遅れている 支流町村の下水処理施設の設置を 早急に完成すべきである

広島の水は美味しいと聞いています。ずっとキレイ な川であってほしい。熊野町も水
を もらっております
他県から遊びに来る 友人が橋や川がキレイ な街ねといわれる のが嬉しいです

生物がたくさん住める 川に
水の都広島の象徴である 川がきれいで、その利を 生かした観光や産業の発展など
に期待します
アユがたくさんつれたり子供たち が安心して水遊びできる よ うな川になる ことを 深く望

1010 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 40代

昔から見れば随分水の量が少なくなったと思う

1011 広島県東広島市西条町御薗宇

男 60代

広島市の、広島県の自慢できる 川だと思います

1012 広島県安芸郡府中町大須

女 30代

郷土の原風景なので大切にしたいと思います

もっと親水空間を 生かして住民に身近な場所になる よ うに期待したいです

1013 広島県広島市安佐北区真亀

男 60代

きれいになった

ボートなど 係留ができないよ うにしてください

1014 広島県安芸郡府中町八幡

男 60代

昔と比べて川を 流れる 水量が減って、特に流量が少ない猿候川・京橋川等で川底の
泥が増えた

みます
いつまでもキレイ な川であってほしいです。そのために住民も家庭から出すとき、心
がけが必要だと思います。一人ひとりのち ょっとした心遣いでキレイ な川にしたいです

市内の川ど こからでも泳げる よ うな環境を 望みます
大潮＋台風の水害予想図はびっくりしました。地震も兼ねて街中に勤めている 人へ

京都に以前住んでいたので鴨川は割りと浅くて水辺まで緩やかな傾斜に座っていら
1015 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 40代

のロ ッカ ー備蓄のすすめ、映画・娯楽で出かける 人たち のために車で来る 人にはト

れたが、太田川など こち らの川は非常に深くて落ち たらおぼれそうなので怖いです。 ラ ン クに備蓄他準備する 。電車の人には最低限の持ち 物など を 教える 。ゲーセン ・
○メートルおきに救命・浮き輪を 設置する など してはいかがかと思います

デパート駐車場の待合室・喫煙所・エレベーター・人目の付く場所に近隣の避難所な
ど 力を 入れてはいかがでしょうか

1016 広島県東広島市八本松町米満

男 60代

良質な水に恵まれ自然環境もよ く満足している

自然災害に備えて災害を 防止する 対策を 未然にとり、災害を 引き起こさないことが
必要です

太田川で6月〜９月末まで上流･下流・川内・戸坂方面でアユ釣りを やっています。加 昨年の台風時の大洪水のとき、太田川があと１．７メートル増水していたら広島市内
計・湯来と川は大変澄みきってきれいですが、下ってきて飯室辺りから可部に入りま は全市洪水に見舞われる 状態でした。先人が作られた太田川放水路のお陰で何もな
1017 広島県広島市西区大芝

男 60代

すと少しずつ濁ってきます。地元のアユ釣り名人に訪ねますと、下ってくる ほど 生活
ら飯室以降も下水設備を １００％完備して５０年先・１００年先も上も下もキレイ な水

から高陽町・深川を 抜けて瀬野川へ合流する 放水路を 作ってもらえる なら広島の街

である よ う願っています

は１００年間は大洪水の恐れなしと思います

有効な平野部の少ない広島市において太田川河川敷の有効活用で数少ない球技施
1018 広島県広島市安佐南区安東

男 30代

かったかのよ うに平穏無事でありますが、１０年先・２０・３０年先異常気象で大洪水

用水が混じってきて汚くなっている といわれます。太田川は広島市民の命の水ですか の恐れはあります。そのため可部方面の太田川本流と根の谷川、三篠川の合流地点

設を カ バーできる 。一方で設備面での不備も多く予算的に問題もある と思うが、改
善を してもらいたい。また、河川敷にて活用可能な土地も多くなっており、不足してい
る 野球施設・サッカ ー施設を 設営していただきたい

25/76

県外では大河川の河川敷にネットやゴールを 置いて運動公園として整備する 例は多
数あり。まとまった土地の確保が難しく、かつ野球・サッカ ー施設が不足している 広島
でも少ないコストで対応できる アイ デアだと思います
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問５

安川側で現在住んでいます。付近は全て下水道工事済み。しかし、私のところ４軒は
1019 広島県広島市安佐南区西原

男 70歳以上

私道に面していて奥の地主が反対のためにいまだ生渇水を 直に川に流し、そのそば
で子供が遊泳している 有様。河川・衛生上行政では指導できないものですか？ど う
にか考えていただきたいと思います

1020 広島県広島市安佐南区上安

男 60代

災害対策では上流域及び支流の対策がまだまだ不十分である 。環境面では水辺に
近づける よ う施設整備を 進める のがよ い
川沿いに遊歩道やラ ン ニン グコースがあり、特に白島から中央公園への道が気に

1021 広島県広島市安佐南区西原

女 40代

入っています。でも太田川放水路に比べる と河川敷に降りて家族で遊ぼうとか楽しも
うとする 人も少ないし、そうしたいよ うな場所も少ない

1022 広島県広島市安佐北区白木町秋山

女 40代

1023 広島県広島市安佐南区古市

女 30代

通勤の途中、安佐北区よ り安佐南区のほうに橋を 渡る とき、毎日川を 眺めていま
す。とても癒されます

市街地では市街地の整備と、一体となった整備が望ましい
川辺のイ ベン ト（親子カ ヌ ー教室とか、アウトドア教室、バーベキューのよ うな催し
物）が民間企業等も入って色々開ける よ うにしてほしい。夏の花火大会がなくなって
淋しい。また、東京湾ルネサン ス計画というのを テレビ で見たが、みんなが行ってみ
たい・体験したいと親しみを 持つよ うなＰＲも必要だと思います
幼い頃遊んだ川での思い出を 次の世代に受け継げる よ う復活してほしいと思います

市内中心部の太田川は汚くてくさいと思って、長年近づくことは無かったのですが、今 水がキレイ なことを もっとＰＲしてみては？そしてみんなで太田川に親しめる よ う、子
年の春干潮のときに河岸に下りてみたら水が澄んでいてびっくり。私たち 世代はマイ 供が水遊びできる ところを 作る とか魚釣り場を 作る とか。楽しく遊べる よ うになれば
ナスイ メージを 持っている 人が多いので・・

いいと思います

1024 広島県広島市佐伯区美の里

女 40代

釣りが好きなのでいつまでも自然の中で遊びたい。川は癒される ので大好きですね

いつまでも水遊びができ、キレイ な水で美味しい水を 飲める よ うにしてください

1025 広島県広島市佐伯区吉見園

男 40代

広島を 代表する 川で、上流・下流・派流の全てにそれぞれの特徴がある

今のままの太田川でよ い

1026 広島県広島市佐伯区五日市

男 40代

1027 広島県広島市佐伯区五日市中央

男 60代

中流域に堰が必要では？

水量の豊かな川に

雨が降り物が流れたあとはゴミもあります。できる だけ、環境整備を 利用する 地域や
1028 広島県安芸郡海田町幸町

女 40代

住んでいる 人の良識が必要だと思います。水の流れがあり共に憩える 場ですが、災
害で家が無くなったり命がなくなったり、交通遮断もあり、まだまだ自然を 克服できてい
る わけではないと思います。私は海とはまた違った清流の太田川が大好きです

幼少期、温井ダム方面に行くときダムの数を 数えながらドラ イ ブ しましたが、悲しい歴
史がある のを 大人になり知りました。多くの人の力で川が守られている こと、パン フ
レットもいいのですが自然派宣言のよ うに太田川の紹介を コマーシャルで流してもら
い、親しんでもらえたらと思います。川のイ ベン トも安全にできる よ うでしたらど しど
し行ってもらいたいとも思います

太田川は怖い場所だから近づかないよ うにと子供に伝えてきたが、本来川の持つ怖 過去の制約など にひきずられて今現在、本来の川の役目に総合的な面でかけてい
1029 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 50代

さと恵と豊かさを もっと知ってほしい。今の太田川は人を 遠ざ けている 。ど んど ん水 る 。特権を 全て市民の元に取り戻すべき。関わりのある 人、関わりを 持ってこられる
人を 増すことによ って愛される 太田川が実現できてよ り良い太田川が出現する

路化している 。自然護岸がなくなっている

キレイ な水質が保たれている 太田川は広島に住んでいる 者にとって自慢の一つで
1030 広島県広島市安佐北区三入東

男 20代

す。川のそばを 歩いている とすがすがしい気持ち になれます。私は時々川で魚釣り
を 楽しんでいますが、これからも心置きなく釣りを 楽しめる 川であり続けてほしいと
願っています

1031 広島県広島市安佐北区可部

女 30代
女 50代

に備えての対策は必要だと思いますが、安易に川の底を 掘ったり河川工事を したり
する のは、自然豊かな環境を 壊してしまうことにもつながる のではないか？という気
がします。今ある 自然を 残しつつ、少しでも災害時の危険性を 減らしてゆける よ うな
対策を 望んでいます

親戚の家が去年浸かったので今年は大丈夫かと心配。少しは変わりましたか？
近年梅雨時または秋の台風時に安佐北区内で岸が崩れる ことが多々あり、また、上

1032 広島県広島市安佐北区三入南

洪水や高潮によ る 災害時の危険性が思っていたよ り高いことが分かりました。災害

流からの土砂の堆積も処理が終わりきらないうち にまた次の雨季がやってきて心配
です

キレイ で安全である こと
今のままの上質な水質を 是非保持してほしい。また、護岸を 何とか十分なものにお願
いします

1033 広島県山県郡安芸太田町

男 50代

1034 広島県呉市郷原野路の里

男 30代

鮎など の魚が住む自然豊かな河川

下流域にも藻場など を 設けてよ り一層自然豊かな川になってほしい

1035 広島県広島市安佐北区亀崎

男 70歳以上

流れ清き 心和ます ふる さとの河の感じを 持っています

私たち の生活に密着した親しめる 川になって未来に流れ続けてほしい

1036 広島県広島市西区草津梅が台

男 60代

子供時代から太田川水系の傍らで生活し続けたひとりとして洪水の危険性は減った

洪水など の自然災害に強く、その一方で住民が河と親しみ共存できる よ うであっても

（子供時代にその恐ろしさを 体験した）と思うが、昔ながらの自然が失われたと思う

らいたい

1037 広島県佐伯区湯来町菅沢黒谷

男 20歳未満

ときど きゴミが川の中に落ち たりして危ないのであまり太田川で遊べない

ゴミを 太田川に捨てないよ うに学校など でポスターを 作って呼びかけたらよ い

1038 広島県呉市東塩屋町

男 70歳以上

川岸周辺の整備、緑地を もっと明る く

川岸両岸にサイ クリン グロ ードを 。散歩道を もっと整備してください

1039 広島県広島市東区

男 50代

1040 広島県庄原市東城町

男 70歳以上

1041 広島県安芸高田市高宮町船木

女 40代

1042 広島県呉市二河峡町

女 40代

四万十川のよ うな清流に！

上流は川幅が狭い。台風など での大量の水が出たら危ない。下流は砂や泥が溜まっ 浸水しないために一時的に地下に貯水池を 作る 。川に緑を 多くして自然に恵まれた
ている 。もっと流れよ い川にしたら良いと思う。川のそばに緑を 増やしてほしい

川にしていただきたい

生活用水を 浄化して流す

上流・支流に広葉樹林を 広げて良質な水を 確保すればいいと考えます

私たち の住む上流と娘たち の住む下流ではやはり水の色が違いますよ ね。川が広

昔、子供が水質検査を していました。水質はもち ろんですが今のよ うな天候ですから

いからだけなのかよ く分かりませんが、暮らしの中の一番大切水のこと、川のこと、

大雨のたびにど うなる か心配です。田舎の田畑・町の浸水とか最小の被災となる よ

もっとみんなに関心を 持ってもらえたらいいですねー

うに国交省も生活している 住民もよ く考え協力していける 取り組みを してほしい

太田川といえば花火大会のイ メージが強い。この１０年間でこんなにもいろんな災害 水辺を 利用して人が集まる イ ベン トやカ フェ など 色々やってほしい。水を キレイ に
があったとは・・・知りませんでした

する 努力を 私たち もしていきたい

浸水災害はなんとしても防ぐ 必要がある と思う。浸水してからでは被害は大きくなる
1043 広島県広島市佐伯区五日市中央

男 20代

一方。少々の費用はかかっても堤防の対策は必要。環境に関しては特に大きな問題
はないと思う
太田川のすぐ そばに住んで３０余年。台風や大水のときも治水がうまくされている せ

1044 広島県広島市西区大宮

女 40代

いか大変なめには遭わないで今日まで過ごすことができている 。川の恵に心から感
謝する と共に近年の周辺地域の山の宅地造成によ り森が減り、川も以前のよ うな美
しさを 失いつつある のが悲しい

1045 広島県広島市安芸区船越

男 50代

1046 広島県広島市安佐南区西原

女 60代

1047 広島県広島市安佐北区三入

男 70歳以上

女 60代

男 60代

周辺の人々が災害時にも安心して暮らせなおかつ木々や緑、そしてそこに息づく多く
の動物たち の生態系を 守りながら時代へと伝えていく美しい川である ことを 望んでい
ます
トン ボ・蝶・魚など の生物が増える よ うな整備を してほしい

近くの住民の楽しみの場。安心・きれいを モットーに！犬の散歩の方は特にマナー

近くの住民が安心していられる よ うによ ろしくお願いします。ど うぞ大変でしょうが事

を ・・と叫びたい。人も犬も共に気持ち よ く過ごしたい場所だから

が起こった後では遅いので速めはやめの点検かつ慎重に！

私は今７９歳。子供の頃は遊び場として、今思うと怖いよ うなことを して遊んだ。今川
を 見る と怖い形を している 。やわらかい形の川にしてほしい

だったのでしょう。また、水死する 危険も感じていた。基町・広島駅前の川橋の緑が美
しく整備され環境がよ くなった。川内せせらぎ公園も憩いの場となり健康的に家族が
楽しんでいる のは喜ばしい。自然に親しみ散歩ができる 環境を 増やしてほしい

1049 広島県竹原市忠海東町

層の整備は進めていってほしいです

河川敷で人の邪魔にならないよ うに利用してほしい

子供の頃白島・千田町の川で泳いだり貝掘りを したことが懐かしい。水質がキレイ
1048 広島県広島市安佐北区落合南

堤防対策。遊び場整備が進むことを 望む。水質維持のためには下水処理のよ り一

整備されている 場所とされていない場所に差がある 。清掃がされていない。もっとボ
ラ ン ティアで清掃すべき。遊び場として利用できてこそ参加・会費も出せる

柳瀬の発電所がつかる ほど の暴れ川。川原の石を 見る と昔はあんなにたくさん無
かった。川原の石を 取り除いたらど うでしょう？昔は柳瀬の松原にキャン プ 場があっ
た

現代の子供は塾・ゲーム・クラ ブ 活動と多忙。大人も仕事、主婦も家計のやりくり、
消費生活と心のゆとりを なくしている 人も多くいる よ うに感じる 。川辺や花、四季の花
に心のゆとりと家族・地域のコミュニティ、笑顔のある 場を 提供してほしい

全国的に見ても、ダムを 造っても干上がって水不足になっている 。これではダムを 作
る 意味が無いよ うに思う。それよ りも水量を ゆっくり蓄えられる よ うに川の深さ等を
検討して。運動公園的な両岸を 作っては？大雨のときは川底になってもいいよ うに

下流のほうは汚いしくさいです。水も濁っている し・・。埋め立てや護岸工事はいいの
1050 広島県広島市東区

女 30代

で、川底のヘドロ を さらってください。これも洪水対策です。上流のほうを ダムや堰を きれいにしてください
作って止めている ので洪水は起こらなくなりましたが、堆積物が溜まっています

1051 広島県広島市西区三篠町

女 40代

1052 広島県廿日市市佐方

男 60代

1053 広島県広島市西区楠木町

男 30代

1054 広島県広島市西区観音本町

女 50代

特に上流域に数多くの堰堤が設けられている が、土砂がいっぱいになっている もの 昔のよ うに魚や人が楽しめる 川となる よ う護岸工事は単にコン クリートで固める だ
が多く、除去できないものでしょうか？

けにならないこと。また、薬害防止の取り組みを 願います

広島市内の川は汚い

子供が安心して遊べる 場所にしてください

河口近くに住んでいる のですが、高潮が恐ろしいです。護岸に家が建っていて工事

広島市内の太田川は他県の川と比べても美しく、、街と調和していて素晴らしいと思

できないところなど 完全でないので不安です。楽しく・美しくもいいけど 安全を 第一に います。もっともっと市民に親しまれる 美しい川であってほしい。もち ろん安全の上に
立って

考えて！
国内各地とりわけ西日本では夏場、渇水によ り生活や経済活動に支障が出る ことが
1055 広島県広島市中区光南

男 40代

度々ある 。しかし、広島市は太田川のお陰でこれまで深刻な断水等経験したことがな
い。もっと太田川の存在価値を 一般に知らしめてその恩恵に感謝する よ う啓蒙すべ
きと考える

洪水が起こって家が流されて道路が寸断される のは、その地域に住む人にとって深
刻な問題であろう。遠因には温暖化の問題もある と思うが、大雨によ る 洪水もまた
自然の姿の一つであり土木工事で川の姿を 変える よ りも、洪水があったときを 想定
し水没する であろう地区の移築等を 考える べき。また洪水の起こりにくい環境づくり
も大切だと思う
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きれいに整備されている と思いますが、見掛け倒しでなく基礎のしっかりした整備を
1056 広島県広島市安佐南区祇園

女 70歳以上

心がけて、びくともしない工事を 。無駄遣いにならないよ うにお金を 使っていただきた
い

1057 広島県広島市中区宝町

1058 広島県広島市中区本通

1059 広島県広島市安佐北区

男 60代

男 70歳以上

男 50代

1060 広島県安芸郡海田町南幸町

男 40代

1061 広島県広島市中区基町

女 30代

1062 広島県広島市中区鶴見町

女 60代

1063 広島県広島市中区基町

男 70歳以上

1064 広島県広島市安佐南区毘沙門台東

男 40代

1065 広島県広島市西区観音町

女 30代

1066 広島県広島市中区竹屋町

男 20歳未満

1067 広島県広島市安佐南区西原

男 50代

1068 広島県広島市西区井口台

女 40代

東京からＵターン する と太田川のよ さが分かります。貴重な財産ですからよ り大切に
したい者です

何かと設備されていますが、本当に必要かど うか無駄を 省いて贅沢を ？みんなが必
要で足を 運びやすいこと。市民開放
京橋川の鶴見橋の南に排水場があり汚水を 流しています。そのため、鶴見橋から下
流部分は川底が砂地ではなく泥地になっています。砂地の太田川に回帰する ことを
望みます

危険が多すぎる 。場当たり的な対策しかしていない。太田川放水路を 作ったときのよ 最悪のことを 考えて洪水から守る よ うに道路建設は後回しか、やめて洪水対策を す
うに真剣に考える べきだ

べきである

上流部の治水対策が不足。環境面にも十分配慮した治水対策が必要。環境対策が
不十分・・維持管理面も含めて太田川の今後の課題では？
だいぶきれいになった。安佐南区のせせらぎ公園はきれいで子供を 遊ばせていた

広島は川が多いとこなので川の水もきれいにしないといけないけど ・・。土手もきれ
いにしないとだめですね。最近はすごくゴミのない川になりましたね
散歩・ラ ン ニン グ等が楽しくできる ことを 望む。人と人とが会話が弾むよ うに
中流域・下流域はかなり整備されている よ うだが、上流域での災害対策が万全では
ないのでは？上流域の整備を 望む

上流部の治水対策としてダムは必要。太田川上流部に治水ダムが必要。集中豪雨対
策としてハードはもとよ りソフト対策も含めて対応を 図る べき。太田川の素晴らしい
環境面等も残しつつ全国に誇れる 太田川としてほしい
川と親しめる 環境づくりが嬉しい
川の水を キレイ にする ためにはみんな一人ひとりが気を つけないといけないです
ね。まだまだきれいになる よ うに広島の自慢の川にしていきたいですね。太田川が大
好きな川になる よ うに
老若男女が集まりやすい場所・企画が大切
日本一の太田川を ！よ り親しめる 川づくりを お願いします
子供が川に入って楽しく遊べる 場が多くほしい。川が汚れている イ メージが強いので

あまりキレイ な川という印象は無い

キレイ な川になる ことを 望みます

平和公園沿いのコン サートやオープ ン カ フェ は交流の場としてとてもいいイ ベン ト
だと思う。観光客が目立つのでもっと設備の良いベン チなど があればいいと思う
水力発電等で取水され流量が少ない

災害時でも浸水の心配が無いよ うに堤防強化してほしい
生物に優しい川になる こと

下水道整備が徐々にではある が進んできており、太田川も少しずつきれいになって 私が幼少の頃は太田川で泳いでいましたし、水遊びもやっていました。人間も川に生
いますがまだ汚水が流れています。生活排水を 全てストップ する よ うにお願いします 息する 生物も共存できる 環境にしてほしいと思います
せっかくの水の都 広島市なのだからもっと市民に提供してほしいと思う

放水路はできたけれど 川の文化は感じられない。川に対する 関心が重要な意味を

太田川周辺の芝生を もっと整備して市民が気軽に利用できる よ うにしてほしいと思い
ます
これからの太田川テーマ「川と舟」川の賑わいを 少しずつ「川の道」として感覚を 取り
戻して、日本の川のモデルケースを 表現してはど うでしょうか？川の流れを 忘れない

1069 広島県呉市押込

男 60代

1070 広島県広島市中区鶴見町

女 20代

必要不可欠な大事な用途に使われる べき

景観重視される よ うなきれいな川

1071 広島県東広島市八本松町飯田

男 50代

景観・産業・生活に不可欠な河川である 。大切にしなければならない

親水公園を 複数作ってほしい

1072 広島県東広島市志和町内

女 50代

１０年前よ りは川がきれいになったと思います

持ち ます。無造作な河川では災害に通じます

よ うに

下流の町のほうはきれいに整備されてきていますが、上流はまだまだです。地域の方
でボラ ン ティアで行っている 現状ではないでしょうか？自然を 残しつつ人が集まる よ
うになれば良いと思います
川の水が時々濁っていたりして汚い。もっとキレイ に！またゴミが捨てられている こと できれば川底くらいまで透き通って見える 川。また魚など がたくさん住めてゴミ一つな

1073 広島県広島市中区舟入中町

女 20歳未満

も多く、生き物があまり暮らせない

い川

1074 広島県広島市西区高須

男 40代

遊歩道が整備されている

魚がたくさん泳ぐ 川になればいいと思う

1075 広島県広島市西区庚午中

女 20歳未満

太田川に近づきにくい。都市部は汚い

駐車場の整備。玉石の川原
名水100選に選ばれた太田川を これからも続いていける よ うに私たち 一人ひとりも

1076 広島県広島市西区高須台

女 40代

太田川の中流辺りから下流辺りの環境が場所によ ってまち まち で、特に牛田付近の 川や環境を 汚さないよ う家族と共に取り組んでいきたいと思います。そして、太田川
関係者のほうにもよ りよ い広島の顔としての川を 守って活気のある ものにしていただ

川は美しいとは言いがたいですね

きたいです
1077 広島県広島市西区都町

男 50代

1078 広島県広島市東区

男 50代

1079 広島県広島市西区己斐本町

男 30代

昔からキレイ だった。いまは変わってきたが昔のイ メージのほうがよ く見える 。河川
敷は犬のフン だらけ。歩く気がしない
上流で「中電が水を 取っている 」という人がいる 。水量が盗まれている のでは？何に
使っている のか？
昔は川の水流がもっと多かった気がする

女 60代

1081 広島県広島市安芸区矢野南

男 40代

とてもよ く整備されている と思います。少し改善すればもっとよ くなる と思います

1082 広島県広島市安佐北区深川

女 40代

整備されてないところが多いと思います

1083 広島県広島市中区舟入中町

男 40代

市民があまり川と戯れていない

女 30代

1085 広島県東広島市高屋高美が丘

女 20代

広島のカ キを 育てている 母なる 川が太田川。自然のまま残してほしい
定期的に流域を たど る ツ アーを してはど うか？

子供たち が安心して水辺で遊ぶことのできる よ う、よ り水質を チェ ックしながら自然と

1080 広島県安芸郡海田町三迫

1084 広島県広島市中区白島北町

広いエリアで週末はつり・スポーツ ・催しで使用ができる よ うに願いたい

共有できる 太田川を 守りたい

美しい太田川を 作り守りたい
川べりでベン チに腰掛け弁当を 食べる のが好きです。ただ、影になる ベン チがない
ので木陰でもいいし木製の屋根でもいいので整備してほしいと思います

平和公園周辺等昔あったボートを こいだりできる よ うになったらいいなぁ。そのため
にも不法係留船を もっと厳しく取り締まれないものか？

以前はよ く浸水していましたが、整備されて全くなくなりました。ゴミも目にする ことが
少なく人の手がかかっている 川ですね
防災面の整備はまだまだ不十分だと思う

あまりに整備されすぎて「コン クリートの川」にならないよ うにお願いします
自然を 破壊せず安全性を 高めていってほしい

川沿いを ドラ イ ブ している と汚い川だなぁといつも思っていた。河川敷はすぐ に水浸

1086 広島県広島市中区吉島東

女 20代

1087 広島県広島市安佐南区川内

女 20代

1088 広島県広島市中区国泰寺町

男 50代

故郷の川。整備がよ く出来ている

1089 広島県広島市安佐北区真亀

男 40代

ありがたいの一言

中流域に水と親しめる 場があればいいと思う

1090 広島県安芸郡府中町宮の町

女 60代

川鵜が殖えすぎたよ うに思われます。良い対策を 望みます

昔の太田川の清流を 望みます

しで樹木等が倒れ汚くなり整備が大変そうだと思った
身近な川にもかかわらずあまり意識していなかった。小さい頃から川へいってはだめ
だといわれていたので穏やかに見えても怖い印象もあった

災害対策は当然のことではある が、更に美化にも努める べきだ
身近に大きな川がある ので安全に自然ともっと親しめる 場がほしい
澄んだ水、キレイ な川岸、心が休まる 川

1091 広島県広島市中区小網町

女 60代

太田川のこと特別に考えたことはありませんでした

水は人間の命。美味しい水を 飲みたい。川を 大切に、ゴミを 捨てないでほしい

1092 広島県広島市安佐南区中筋

男 50代

水源の確保として重要

市民としてふれあい、誇りの持てる 太田川になってほしい

1093 広島県広島市中区舟入中町

女 50代

小学校の校歌に歌われていたよ うに、広島と太田川は切っても切りはなせないもの
です。大人になる につれて太田川とも縁遠くなったよ うな気がします

大切な水源である と共に、安らぎの場として楽しみたいと思います

1094 広島県広島市安佐南区西原

男 60代

下流は整備されている が、上流の災害復旧を 早めてほしい

森林税の導入もあり植林を 奨励し安定した良質の水資源の確保に努める

1095 広島県広島市西区己斐西町

男 60代

防水路を もっと強固にすべきだ

放水路での水を 使ったイ ベン ト・ヨット・ボートその他

1096 広島県広島市西区

女 40代

1097 広島県広島市西区庚午中

女 30代

所々ゴミなど で汚さを 感じる

1098 広島県広島市西区大宮

男 70歳以上

時に暴れ川となる 。もったいないと思う

川の近くを 歩いている と気持ち が良い。災害になったら川の近くに住んでいる ので
怖いと思う

キレイ な水質を 保つ
もっとキレイ な川になってほしい
ダムを 増設する よ りも源流から中流にいたる までの川沿いの山林を 整備し、自然の
ダムとしての貯水力を 生かせば、大雨のときも川の流量や速さがほど ほど になる は
ず。魚介類も早く育つはず

1099 広島県広島市西区三篠町

男 40代

1100 広島県広島市安佐南区西原

男 40代

今太田川では水泳が禁止されている よ うなので、ち ゃんとした管理の下で泳げる 場と
なれば良いと思います
下水道の整備に伴って水質がよ くなってきている 。キレイ な水が流れる 川を 見てい
る と気持ち がよ く、広島の印象を よ くしている と思う
川の基本の生命が活気付く整備を 行い，全ての生き物（人類，魚，樹木，草）が共存

1101 広島県広島市西区

男 60代

できる 姿が希望ある 世代に続けて，子ど もたち が楽しく過ごせる 太田川になる よ う
願います。

1102 広島県広島市東区戸坂南

男 70歳以上

雑草が生い茂っている 。大水の時上流からのゴミ，流木など がひっかかり美観を 損
ねている しそれらが原因で洪水を 発生させる と思う
舟の違法係留が相変わらず多くあり，数年前から全く撤去が進んでいない。特に北

1103 広島県広島市西区楠木町

男 60代

大橋の下など ，橋からロ ープ でつないでおり，洪水など の時には樹木が引っかかっ
たり棄権である と同時に遊覧船の通り道であり，環境にも良くない。車と同様もっと厳
しく取り締まる べきです。

1104 広島県広島市西区己斐中

女 40代

水がある 暮らしはホッとする

今以上にもっともっと一般の人たち が利用して、便利な場所となれば良いと思います
最近の大雨災害では太田川水系の小さな川の氾濫が大きな被害を もたらしている 。
こうした川は護岸整備が進まず不安を 抱える 生活している 人も多くいる ことに目を 向
け、過去を 教訓に計画的な整備を 期待する
汚れのない，怖くない，きれいな姿。水の喜びが市民のみんなが納得できる 姿を 市
政，県，国の力に希望します。
砂利や石，砂が光って見える 川辺にしてほしい。それが美しい川を 生むと思う

現在，崇徳高校の前の川に野鳥がすむ小島がありますが，川鵜が多く，何らかの対
策を しないと魚が少なくなったり，周囲の環境が汚染される 恐れがあります。シジミな
ど 市民が自由に採れる よ うになったら楽しいと思います
人工的にならないでほしい。きれいな水を 保ってほしい
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1105 広島県広島市西区三篠町

男 40代

・中・下流域のドロ の堆積が多い ・車道部の幅が狭い。特に二輪通行時は危険

１．水質の向上 ２．上記（問４）の付帯部分の整備が必要

1106 広島県広島市中区吉島東

男 40代

平穏な時はとてもきれいで澄んでいる

洪水対策を 一番重点においてほしい

私の住んでいる 佐伯区は太田川に近いのに水源ではないことを はじめて知りまし

災害編では過去の災害の写真に加え，もし浸水したら…のＣＧイ メージにも恐ろしくな

た。逆に竹原市や大崎上島にまで水を 供給している ことも知り，びっくりしました。今

りました。よ く通る 道だけにとてもリアリティを 感じました。実際大雨の後の太田川（己

年も梅雨のはじめ頃は少雨で水不足の心配がありましたが，年間を 通して水を 大切

斐あたり）は茶色の濁流があふれんばかりです。更に上の堤防までまだまだ…と思っ

に使わなければ，と思っています。太田川流域で１６箇所も水力発電所がある のも

ていましたが，河口に近く大潮と重なったら大変なことになる と改めて感じました。これ

1107 広島県広島市佐伯区海老園

女 40代

はじめて知りました。火力・原子力よ りクリーン で安全な水力発電がこんなに身近なと までの災害を 教訓として，また今後の災害には想像力を 働かせてなお一層の防災へ
ころにたくさんある のはとても嬉しいです。今度子ど もと太田川沿いを 巡る ドラ イ ブ

の整備を お願いしたいと思います。私もこれを きっかけに防災意識を 高めたいと思

に出かけて，実際に水力発電所を 見てみたいと思っています

います。

危険は分かりますがあまり過保護の表示が目に入り，水を 軽視は命取りになる 現象 人工的プ ールで泳ぐ のは抵抗を 感じます。自然と親しむ機会が川辺の憩いの場は
を 理解できる 体験記を 親しみやすく年少者に伝える ことが肝要です。決して一人で川 欧州のものまね化，奇麗事のよ そ行き行事としか見えない三篠国民学校。戦時中外

1108 広島県広島市佐伯区屋代町

男 70歳以上

1109 広島県広島市佐伯区薬師が丘

女 60代

1110 広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台

男 50代

・アユつりを 見て心の安らぎを 感じます。 ・子ど も，大人のふれあい場所がない！

1111 広島県広島市中区舟入南

男 40代

昨年の災害の写真を 見る と，改めて恐ろしさを 感じ，上流も整備が必要と感じる

1112 広島県広島市安佐北区口田

男 60代

1113 広島県広島市西区南観音

女 70歳以上

の水に入らぬよ う，注意を 心がける べきです。昔三滝の石橋がとても懐かしく，水泳 国の子ど もを いじめ返す悪たれ子が私に向かってきていたずらを していたら私に代
わって鼻血出しながら助けてくれた友人が

中，側に人いておぼれましたが気付かない。

緑豊かな美しい太田川に

河川敷内の駐車場など に舗装など の過剰と思われる 設備となっている 。自然のまま
でよ いと思いますが
太田川の支川があんなに多いとは驚きました

・河川の周り，地域の人が集まる 場所がほしい ・岸辺に歴史があれば説明板がほ
しい
現在も美しいと思うが，引き続き整備してもらいたい
堤防の高さは今のままでよ いが，交通渋滞の緩和として拡張してほしい
新潟，長野の天災には恐ろしさを 感じます。よ り安心安全のために関係機関の皆様
のご努力を お願いします。

子ど もの頃はきれいな水の流れる 川で泳いだり魚を 採って遊んでいたが，最近は川
遊びを する こともが少なくなっている 。柳瀬のキャン プ 場へ子ど もを 連れてハヤつり 私たち の大切な水資源を 守る ためにも水を 汚さないよ うに河川改修を する と同時
1114 広島県広島市安佐北区あさひが丘

男 70歳以上

の教室を してその後みんなでゴミを 拾って帰りました。ゴミが多いのにはびっくりしまし に，自然を 楽しめる 水辺の公園を 作ってください。また，ゴミの収集も徹底し，一層太
た。行政が管理している と聞いていましたが，ゴミの収集を していないのはなぜです

田川を きれいにしてください

か！
1115 広島県東広島市高屋町小谷

男 70歳以上

1116 広島県広島市西区横川新町

男 70歳以上

1117 広島県広島市安芸区矢野西

男 60代

1118 広島県豊田郡大崎上島町木江

女 50代

発電専用ダムの検討を 。福富の工事以外に

高潮被害防止策，土砂災害防止策希望

太田川の水を きれいにする ためには，上流から下流域までに住む人たち 全員が汚
れた水や物を 川に捨てないよ うに，心がけなければいけないと思います。

治山治水の四文字に尽きる と思います。関係各位のご活躍を 期待申し上げます。

（質問）なぜ発電のための取水りによ り川の水が少なくなる の？発電後に川に水を

一番に災害に強く，川の周辺を 含めた環境対策（豊かな自然，きれいな水）その後に

戻せば水の絶対量はほぼ同じではないのかと思ってしまう

水利用と集える 水辺を

島嶼部に住んでいます。今は太田川の水で水の心配が無くなり安心しています。これ
からも水を 大切にしていきたいと思います

広島に子ど もたち が住んでいて，太田川を いつも広島に出たときは見ています。もう
少しきれいな川にしてほしいです。川の中に砂山ができて木が生い茂ったりしていて，
河の流れが美しくない気がします

川幅の中央部に砂州が見られ，保全が不十分である と思う。河川の浚渫を 行い，河 ①川と海は一体である 。「箱庭の海」に配慮し，海への流入量ＵＰを 願います。 ②
1119 広島県廿日市市地御前

男 60代

1120 広島県広島市佐伯区薬師が丘

女 50代

1121 広島県広島市佐伯区五日市

男 30代

1122 広島県広島市佐伯区藤の木

男 50代

1123 広島県広島市佐伯区藤の木

女 40代

川の機能維持を しっかりやってほしい。堤防強化時に美観に配慮されており喜ばし

させる のではない。水利用のイ メージダウン の表現？注意方。

自分ももう少し太田川とふれあう機会を 作りたいと思いました（上流，下流とも）

水不足の心配がないよ う節水にも努力する つもりです

川が死んでいる 。だから生物が激減し，石はヘドロ がたまり，川が水路化していく。人 水量が大幅に増え，生物が増殖し，子ど もたち が遊んで学べる 川づくりに転換してほ
が親しめない河川になりつつある 。

しい

昔のよ うに魚類が生息しやすい水質環境を 整備してほしい

「水の都広島」を 目指して水質向上のための研究を してほしい

大人になる まで中区に住んでいたので，とにかく川にはいろんな思いがあり，町の様
子とともに太田川も随分変わり，その時代に合わせて整備され，さすが川の町と思い
ます

1124 広島県広島市佐伯区五日市町口和田

1125 広島県廿日市市対厳山

女 40代

男 60代

発電によ り川の水量が減っている ところがある としている が，水力発電は水を 蒸発

い。

きれいに整備されたところとそうでないところがある よ うに思われる 。緑がある のは
良いことだとは思いますが，草がぼうぼうは見た目に悪く思います

放水路，特に己斐橋から庚午橋付近にかけて整備を 進めてほしい。親水テラ ス化な
ど 現状では観光客から見れば見苦しい

やはり今までのよ うに時代に合わせて自然を 失わず，ともに生きていける 太田川で
あってほしいです
広島を 代表する 川，市民が気を つかってゴミを 捨てないことが第一条件ですが，ゴミ
が流れる ところを 見る と，足もつけたくないときもある 。いつでもきれいな川であって
ほしいと思います
私たち が子ど もの頃は手長エビ 等多くの生物を 見かけていました。川砂もきれいで
泳いでいました（長束〜交通公園付近）防災と安心して飲める 水，泳げる 川，生物が
多く見られる 川にしてほしい
小学校の頃，庚午橋の下で「エビ 」を 夜になる と網で採っていました。バケツ いっぱ

1126 広島県廿日市市地御前

女 30代

己斐橋の下がきれいになっている のにあまり人がいないので残念ですね

いとって，から揚げにして食べていました。また，魚や生物のたくさんいる 太田川にし

1127 広島県広島市佐伯区藤垂園

女 50代

水鳥が飛来してきてとても嬉しい

水害が起こらないよ うに

1128 広島県広島市佐伯区五日市中央

男 30代

街中ではヘドロ が多く汚いイ メージがある

きれいな川になる ことを 望む

1129 広島県広島市佐伯区楽々園

男 70歳以上

最近少しずつ環境整備されており，満足している

水質の確保と沿岸の遊歩道の整備

てほしいです

うち の近くの八幡川はすごくきれいで魚など もたくさん住んでいます。太田川も干潮
1130 広島県広島市佐伯区五日市

女 40代

の時に近くの小学生が掃除を したらいいのでは？子ど もも喜んで川に入っています 昔みたいにアユやシジミがすめる 様なきれいな水質に戻る といいですね
よ
緑を 増やし，自然ともっとふれあえる 場となればと思う。水質を 良好に保つためには

1131 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 30代

環境が整備され，憩いの場になってきたが，緑が少ないと思う

市・県民の努力も必要だと思う。災害対策については，もっと日ごろから知識を 深

1132 広島県広島市佐伯区五日市中央

男 70歳以上

青々とした水質にしてほしい

オープ ン カ フェ のよ うな人が集まる 場所がほしい

1133 広島県広島市佐伯区隅の浜

男 50代

現在太田川の災害対策については，予算，人員配置など 諸問題があり，１００％完

太田川周辺の堤防など を 強化して洪水・災害対策を 基本重点としていただきたい。河

全ではないと思われる ので，１箇所でも対策を 考えていただきたいです。

川敷も気軽に市民が楽しめる よ うに（簡易的）整備していただける ことを 望みます

1134 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 60代

川魚がたくさん取れる 川にしてください

清流，四万十川のよ うに有名に

め，いざ という時の対応がすぐ できる よ うにする 必要がある と思う

1135 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 70歳以上

1136 広島県広島市佐伯区五日市町皆賀

女 40代

昔に比べて水質がよ くきれいになった。水鳥，川魚がもっと増えて，絵になる よ うな
川になる とよ いと思う
災害が発生したら堤防が低い気がします。これからは温暖化で今までとは違う。ス
コールやひど い災害が起こりそうな気がする から…

まず，災害が発生しても壊れない強度と安全で安心できる よ うにしてほしいです
佐伯区五日市の八幡川（ここも不十分ですが）を キレイ にする 企業がありますが，

1137 広島県広島市佐伯区五日市中央

男 50代

川が創り出した広島市ですが，その太田川を しっかり管理できていない気がします。

官主導で企業（協力）を リードし，市民・企業・官一体となる スタイ ル形成を してほしい

水の汚れ，川底の浚渫，ゴミの回収，汚水の流入防止，まだまだ不十分だと思います です。モラ ル低下を 防ぐ ためにも，川の力を 借りて「昔」を 取り戻してほしいですね。
前向きなアクショ ン ，いいですね！
下流のほうでも子ど もたち が安心して遊べる 川づくりを して，遊び場を 増やしてほし

1138 広島県広島市佐伯区楽々園

女 30代

下流に住んでいる ので，あまり水がきれいでない印象を 受けます。

1139 広島県広島市東区福田

男 70歳以上

子ど もたち の遊ぶ施設を 作ってはいかが

市民の遊び場として利用できる よ う

1140 広島県広島市東区光町

女 30代

1141 広島県広島市東区矢賀

男 50代

川が臭い。ヘドロ が多い

下流でも子ど もが水遊びできる くらいきれいな水になる よ うに。

1142 広島県広島市南区東雲

女 50代

川岸に緑の木陰が少ない

昔のよ うに水泳ができる よ うな川を 希望

1143 広島県広島市東区中山西

女 60代

1144 広島県広島市東区戸坂くる め木

女 50代

いです

太田川には発電所・ダムが多くあり，中電の電気を 利用し私たち も生活できている の 広島市内（安佐北区も）の太田川は整備できている が，安芸太田町は財政難からか

1145 広島県広島市東区牛田本町

女 50代

1146 広島県広島市安佐南区緑井

女 30代

1147 広島県広島市安佐南区大町西

女 40代

で，貴重な川だが，上流の川は草が荒れ放題で景観が良くない。アユも少ないと聞

砂利を 運ぶトラ ックなど 多くなる と思う。川底を これ以上掘ってほしくないし，川の流

く。残念に思う！

れを 変えてほしくないと思う

満足しています

環境にやさしい川づくりを 今後ともお願いします
災害に強い太田川であってほしい

人工的過ぎず，自然な感じで整備されていて好きです。犬の散歩に時々利用させてい
ただいています。自由に河川敷に入れる し，草も多く犬も喜びます。残念なのは多く
のゴミが散乱している こと。使用する 私たち の良識のなさに申し訳なく思います。
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今のままで十分よ いと思います。水質など 目に見えない部分での管理を きち んとして
いただいていれば特に望むことはありません。

Ｎｏ ．

住所

1148 広島県広島市東区牛田本町

性
別

年
齢

女 30代

1149 広島県広島市東区矢賀

男 60代

1150 広島県広島市東区牛田早稲田

男 60代

問４

問５

広島県民の宝物の太田川なんだと改めて分かり，感動しました。夏休みは子ど もと太
田川のことを もっと勉強し，親しみたいと心から思いました。

何十年後も自慢できる 広島の顔の一つの太田川であってほしいです！子ど もから大
人まで愛される 太田川としてこれからも魅力的な川として美しく大切に守って生きたい
と思います。
魚など 種類も多くし，川で遊べる よ うに。自然と親しめる 。ゴルフ場はいらない。特定

きれいな川で水量もありよ い

の人のみ利用している
河川敷はスポーツ だけではなく，もっと一般の人が散歩できる よ うな公園を 増やすな
ど ，特定の人だけの利用や利用の制約については考慮してほしい。愛犬家のマナー
が良くない

1151 広島県広島市東区牛田東

男 70歳以上

1152 広島県広島市東区尾長東

女 60代

1153 広島県広島市東区中山新町

男 30代

①三篠橋上流にある 中州の樹木に川鵜が糞を して環境面から見る と見苦しいので
伐採（琵琶湖の例） ②中核都市広島市民の太田川整備（安全安心）

①川との親水性（シジミ掘りの解禁） ②太田川の花火の復活 ③放水路での花火
④ダムにおける 制限水位の見直し（雨の降り方が昔と変わった） ⑤農業水利権の
見直し（実態調査）
ゴミ等ない，緑のある きれいな水が流れる 川になる よ う望みます
きれいで，人間と自然（川）が共存できる 場としての役割を ますます担っていってほし

水質がまだまだきれいとはいい難い気がする

い。また，浸水がある と衛生的にも良くない状況になる ので，護岸強化はぜひ確実
に行っていってほしい
時に沿川を 車で走る ことがある のですが，やはり川と緑でホッとする ひと時がある と

1154 広島県広島市東区中山東

女 40代

今のままでも十分広島の住民のためになり，活用されている と思う

思います。ど こか１箇所でも花を 植えて，太田川である ことを アピ ールできればと思
います。緑の中に花がある のはとても癒される と思います
川の中を １回さらえてヘドロ を 取り除いてしまえばきれいな水になる のではと思うば

1155 広島県広島市南区的場町

女 60代

西区は水道管がたくさん出ていて排水がみな川に流れてくる のだからど うしよ うもな

かりである 。海の水が上がってくる ので毎日少しずつでもゴミを 拾っています。海に

いのだろうけど ，川を きれいにしたい気持ち はいっぱいあります。一人一人が油な

出る と赤潮になって魚など よ く死んでいる のも見ます。自分たち が飲む水なので，川

ど 落として排水する よ うにすれば川もまだまだきれいになる と思います

よ り土の方も山や谷も片付けて少しずつきれいにしたいと思います。太田川の源か
らど のよ うに起きて流れてくる のか知りたいと思っている

1156 広島県広島市西区草津新町

男 40代

1157 広島県広島市南区大州

女 20代

1158 広島県広島市南区西荒神町

女 50代

1159 広島県広島市東区中山西

男 40代

比較的災害が起こりやすい河川と認識している
水がきれいだと感じないので景観が良いと思ったことがない（下流しか見ないからか
もですが…）

地形は変えよ うがないため，災害が極力少なくなる よ う望みたい
いつも河川敷へ出かけたくなる よ うな憩いの場所になってほしい

広島は川のきれいな都市として外部の人からも評価されている 。最近ごみなど で汚

広島の自慢できる よ うな川にしてほしい。太田川の豊富な水のお陰で水不足というこ

れている が下流域でも清掃活動を してほしい。山や川を 財産として守ってゆきたい

とがないのは大変ありがたい。もっと大切にしていきたい。

水質の改善を お願いしたい

上流の土砂の流出を なくし，川床を 深く保つよ うにし，洪水など に備えてほしい

河川敷への車の乗り入れを 平日も許可してもらいたい。違法駐車や車の乗り捨て，
災害時の安全の確保が難しいなど の問題がある のだろうが，せっかくきれいに整備
している のに近隣の人々しか利用できないのはもったいない。また，宇品・観音辺り
1160 広島県広島市東区戸坂中町

女 30代

の堤防が低すぎる よ うに思う。下手に高くしてしまうと川と人との共生が難しいとも思
うが，堤防よ り海・川側に人々が集える スペースを 作り，河川敷のよ うに川のある 町
を 楽しめる よ うにしたらよ いとおもうが，これもやはり悪天候，災害時の安全の問題

「発電のための取水によ り川の水が少なくなっている 区間」という記述がある が，中
国電力への批判のよ うにも聞こえる のだが，大切なのはよ り良い太田川にする ため
に原因が分かっている のなら国土交通省と中電が粘り強く話し合ってゆくことが良い
と感じた

がつきまとう…
住民の憩いの場というくらいしか認識がなかった。災害がいつ起こってもおかしくない 災害を 防止する ためにはたくさんのお金が必要だと思いますが，起こってからでは遅
1161 広島県東広島市黒瀬町

女 30代

という気持ち を 持たなければいけないと思う。今回のよ うにまた情報を 提供してほし いので，できる だけ私たち が安心して暮らしていける よ うな，そして今のまま憩いの場
いと思います

としての太田川として整備していってほしいと思いました

1162 広島県呉市広白岳

女 20代

いいほうだと思う

今のいいですが，今以上によ くなっていってほしい

1163 広島県広島市西区庚午中

女 70歳以上

子ど もを 連れて貝を 掘ったり遊んでいたら漁業権があって蜆を 育てている ，ここで貝 広島市民や他県の方々，誰でも親しめる 美しく豊かな流れの川であってほしい。潮の
を 掘ってはいけないといわれた。私の子ど もの時は七つの川のど こでも貝を 掘って 満ち ひきで上ったり引いたり何日も川面に浮かんでいた多くの原爆でなくなられた被
もしかられる ことは全然なかった。いつから漁業権者だけの川になったのか

1164 広島県広島市西区井口明神

女 40代

1165 広島県広島市西区三篠町

男 30代

1166 広島県広島市西区中広町

女 50代

1167 不明

男 40代

1168 広島県広島市安佐北区落合

女 50代

1169 広島県広島市西区庚午中

男 70歳以上

1170 広島県安芸郡海田町曙町

女 30代

害者の鎮魂のためにも

転勤してきて６年ですが，太田川のことを あまり知りませんでしたので，今回のよ うな 安全で自然を 感じられる 太田川になる ことを 望みます。温暖化になっている ので木
折込があって少しでも知る ことができてよ かったです

を 植えたりして少しでも地球に優しい川になってほしいです

水が身近に感じられる

あまり人工的になりすぎず，自然を 生かした形で安全に

私は時々シジミ採りに行きます。シジミが取れる 環境と子ど もが自然に親しむ企画を
作ってほしい
流域に急峻な山が多く，大雨の時には水量が一気に増える
以前に比べ太田川沿いの環境はだいぶ整備されている と思うが，まだゴミの溜まり場
になっている ところがあり残念だ
大変よ く整備され，毎年よ くなっていますが，水害時の防止のため，上流の整備を よ
ろしくお願いします

山の保水力を 高めて河川への流入を ゆっくりにする 工夫が必要では？
広島のシン ボルとして美しい川になる よ う広島住民として見守りたい
広島県の恵まれた自然の一つとしてこれからも整備よ ろしくお願いします

放水路について，もっと緑地があればよ い。レクリエーショ ン スペースも充実させて ・水辺のオープ ン カ フェ など 賑わいのある 空間の整備 ・安全・安心な緑地整備 ・
ほしい。放水路以外の５川について，干潮時に川床・護岸が美しくない

災害のない整備 ・水質のよ い河川

1171 広島県広島市中区江波西
むかしはよ く加計町の川でもアユがよ く取れたが，現在は以前に比べて採れなくなっ
1172 広島県広島市中区江波西

男 30代

ている よ う，色々な環境要因がある と思うが，以前に比べ滝山川の水位が下がって また，たくさんアユが採れる 川にしてもらいたい
いる からか？

1173 広島県広島市西区草津南

男 40代

1174 広島県広島市西区己斐上

男 60代

1175 広島県廿日市市宮内

男 40代

太田川沿いの道路整備の徹底を 図り，交通渋滞に解消につなげていく道幅，離合，
橋の増設・強化）
人工護岸，コン クリート壁が多すぎる 。石垣など 多用して自然との共存を 図る

自然環境確保と交通渋滞を 解消すべく道路整備

堤防の陸側斜面に木を 植える ことは安全上できないのだろうか。（強風の時木が倒
れる と堤体にえぐ れができて危険？）低木（たとえばさつきなど ）なら良いのか？

国交省管理部に関しては，保全管理は十分行なわれている よ うだが，土石流の発生
域は更に上流であり，山林の保全活動を してほしい。また，林道の荒廃はひど い。保 サツ キマスなど が遡上する 川
全しなければ土石流の原因にもなる 。
1176 広島県廿日市市阿品

男 70歳以上

1177 広島県廿日市市阿品台北

女 50代

1178 広島県廿日市市阿品台

男 60代

1179 広島県廿日市市林が原

男 30代

1180 広島県廿日市市平良

男 40代

1181 広島県廿日市市住吉

女 60代

水管理，観光保全にはよ く配慮されている 。しかし，放水路のスポーツ 整備など は

環境の維持，水管理のため上流地域の森林の保護と新規道路など の建設の制約を

もっと狭くしてよ い（河川を 守る 主目的に沿って考える ）

強くする

ゴミが捨てられている

水とふれあえる 川

「太田川は人々にとって命の源」。美しい自然の景観と清流を 与えてくれる 「心のオア
シス」。一人一人が大切にしてほしいと思っています

広島を 代表する 川

太田川のもたらす自然の恵みを 長きに渡りうけ続ける ために ・一人一人が現状態
を 壊さない（草木の不要な伐採，水の汚染他）よ う行動する （環境に対する モラ ルの
向上） ・自然災害時，少しでも被害軽減のため可能な対策があれば実行する こと

きれいで生活の潤いとなる 太田川

太田川は源を 冠山に発している ことは私たち の町から流れている わけです。源流付
近を きれいにしたい

川を もっときれいにしてほしい。広島市内の川を 眺めている と思います

最近台風が多く広島にもやってきます。私は通勤電車の中から毎日太田川放水路を 私は終戦後段原日の出町に住んでいたので，東大橋の下でシジミ貝を 掘って食料に
1182 広島県廿日市市阿品

男 70歳以上

見ました。こんな川幅の広い川が必要なのかと思ったことがありましたが，台風時の

していました。川ではハゼがよ く釣れ，えさのゴカ イ もたくさん採れました。今ではシジ

川を 見て，悠々と流れている ので太田川放水路を 造られた方は立派だと思います。

ミ貝もゴカ イ もぜんぜん採れないよ うですが，生物が生息できる 川にしたらよ いと思
います

もし放水路がなかったらと思うとゾ ッとします。

1183 広島県広島市佐伯区坪井

男 20歳未満

1184 広島県廿日市市阿品

女 40代

1185 広島県広島市佐伯区五日市町

女 40代

1186 広島県廿日市市地御前北

男 70歳以上

1187 広島県呉市溝路町

男 60代

今の太田川はだいぶ整備されていますが，本流に灌ぐ 枝川の整備を もっとしてほし
い

①これからも日本名水の持続を 願いたい ②植林を もっとしてほしい ③自然の残
る 太田川にしてほしい ④工事を しても昔の状態が残る よ うな工事を してほしい ⑤
魚がすめる 環境にしてください

都市部では市民が太田川に親しめる よ う，色々な工夫がされており，良いことだと思 ・太田川の河口から可部まで遊歩道とサイ クリン グロ ードの整備を してほしい ・県
います。例えば堤防の修景化や河川敷のイ ベン トなど

民の安全のためしっかり土木工事を 計画的に進めてもらいたい
ゴミが浮かんでいないきれいな川

昔と比べる と水質も悪く泥土が多くなっている 。きれいな川に蘇らないだろうか。川岸
でハゼつり，シジミ貝が採れていた
故郷を 流れる 川に人一倍愛着を 感じています。今までで一番残念でしたのが，三段
峡から可部までの列車が廃止されたことです

広島の７つの川は美しい川，きれいな川として自慢してきた
いま少し歌の勉強を していて故郷に関する 歌を 創作し昨年の五月に川の応募が
あったとき，残念ながら間に合わず自作の歌で「太田川慕情」という歌を 作り現在ＣＤ
にしていますが，機会があれば一度披露したいです

29/76

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

廿日市在住のためか，ど んな活動を している のかあまりよ く知らない。しかし広島県 太田川の文化・歴史を 伝える 場がある と良い。江の川は三次の博物館という場が
1188 広島県廿日市市新宮

女 20代

で川といえば太田川という意識はある 。もう少し活動内容を 広く広報する よ うにすれ あって，とても有効な役割を 果たしている と思う。太田川にもそのよ うな施設ができる
ことを 望みます

ば良い。現在は遠く感じる 。
温暖化によ り思わないことがきる 時代です。大きなダムを 作り大雨が降っても事故が
1189 広島県廿日市市大東

男

少なくてすむよ うにする べきです。市内は低いので，全体が水につかる と大変なこと 大きな事故がおきてからでは遅い

1190 広島県廿日市市城内

男 50代

水とふれあう機会（場所）がほしい

1191 広島県廿日市市六本松

女 60代

1192 広島県広島市佐伯区五日市中央

男 70歳以上

1193 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西

男 40代

になる
災害防止が最優先の課題と思う

広い河川敷で散歩したり，子ど もたち がキャッチボールを 楽しんでいる 姿にのびの
びとした姿を 感じます。

下流のほうでは川の側でキャン プ ，遊びとなっている ところがありますが，ゴミを 持
ち 帰りきれいな川に。親子で魚釣りを したりとほほえましい。きれいな川，川でも泳げ
る よ うに浅瀬があったらよ いと思います

中州の除去と川床掘り下げ，水流を よ くする

増水時急流に対応できる よ う護岸対策。ボート不法係留除去

雨水の通り道になっている だけ。災害対策にはなっている かもしれないが…。上流
の森林など と一緒になって治水を 考えないとただの縦割り行政の害が出ている だけ

「川はジャマモノ」「川は危険」というイ メージが作られている 。これを 直していきたい

だ。
地球温暖化している ため，災害時に水面が上がる 現われがある ので，早めに対策
1194 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西

女 50代

に取り組んでほしい。他の都市へ行って改めて太田川がきれいなことが分かりまし
た。これからも水質改善に一層の努力を 望みます

1195 広島県広島市佐伯区観音台
1196 広島県広島市佐伯区五日市町下河内

女 60代
女 60代

川幅も広く川岸も整備され安心感が出てきたので嬉しく思っています
現在の水質を 低下させぬよ う，工場の排水検査を しっかり取り締まる

太田川は知っている よ うで利用する ことが少ないため，ど のよ うに活用され整備され
1197 広島県広島市佐伯区観音台

男 50代

ている か実際のところよ く分かりません。大きい川なのでもっと身近に感じて関心が
持てる よ う，いろんな情報がほしいです。今回のチラ シでは詳しい対策とかが分から
ず残念です。

世界あち こち 旅行しました。川のある ところは人工にしても必ずボートツ アーがあり
ました。フラ ワーフェ スティバルもいいですが，せっかく河の街なのですからＲｉｖｅｒ
Ｆｅｓｔ を 立ち 上げてはいかがでしょうか？そうなれば自然に水辺が整備される ので
は？
下流域川岸道路を 利用する ことが多いのですが，フェ ン ス・白線など もう少し安全な
対策を お願いしたい
広い河も土砂がすぐ たまり，狭くしています。川の中の樹木の伐採・撤去を こまめに
してほしい
私は佐伯区なので八幡川の整備のことはよ く耳にしますが，太田川についてはよ く
知らないのが現状です。太田川で遊んだこともなく，子ど もにも伝えてやる ことが今
ありません。太田川で遊んだりゴミ拾いを したり…イ ベン トを 企画し，住民が川にか
かわり住民の手できれいにし，愛着の持てる 川にしていきたいです。このチラ シで関
心を 持つきっかけができてよ かったです。
こち らに学生の時に来て，今回主人の転勤で市内に参りました。四万十のよ うに身
近に感じられる ものに，よ りなっていってほしいと思います。子ど もたち との自然の

1198 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 30代

今でもかなり整備されていますが，自然感が乏しく感じます。自分は愛媛の四万十の
近くで生まれました。

ふれあいの場，みんなのふれあいの場として生きていてほしいと思います。ど うして
も整備して川として豊かさが減ってきてしまうので，大切にしてよ り生活として取り入れ
られたらと思います。子ど もたち の学習の場としてもよ り利用できる よ うに，私たち は
小中で先生の選んだ生徒によ り水質調査を していき，自分たち も色々学べましたの
で

1199 広島県広島市佐伯区観音台
1200 広島県広島市佐伯区屋代

女 40代
男 60代

防災機能は向上している と思いますが，水と親しめる 場が少ないよ うに思われます。
上流の汚水対策。アユが年々少なくなってきている
・山陽側にも幾多の分水界があって，高い山がある 。もっとＰＲすれば水の源流にな
じめる のだが ・川岸や水先が年々改良されている のはありがたい，感謝だ。しかし

1201 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東

男 70歳以上

環境や風景が昼間だけに軸足を 定めている のが感じられる 。都心部の川岸には本
格的な質と量の岸江灯（街路灯）がほしい。※わが国は経済大国２位，フラ ン スは５
位。それでもパリのセーヌ 河岸には１１０年前から灯りがある 。

1202 広島県広島市佐伯区五日市駅前

女 20歳未満

1203 広島県広島市佐伯区楽々園

女 40代

1204 広島県広島市佐伯区利松

女 20歳未満

1205 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 50代

もっと水質の向上と違法係留の船舶の除去など を 進め，美しい太田川にしてほしい
です
魚の多く住む川。緑多い堤防。下流のプ レジャーボートの多いのは広島の川だけで
は
（川と地域と橋）経済性，合理性，量産性，など から今日まで日本の橋は向こう岸に
渡ればよ いとの見地から統一されたユニホーム姿に見える 。橋は川に結ばれたネク
タイ です。ネクタイ によ って服（川）まで違って見えます。広島の岸辺から詩が生まれ
る 水の帯こそ人と地域品質を 豊かに育んでくれる よ うに思えてなりません。

川の水があまりきれいでないので，もう少し澄んだ色だったらいいのになと思う。ま

家族で利用できる レジャー施設がもっとあればいいと思う。子ど もも安全に遊べる よ

た，オープ ン カ フェ を 拡張したり，ベン チを 多く設置してもらえる と助かる 。

う水位が表示してある 電光表示もあればいい。

ドーム，平和公園でも水辺のコン サートなど ，観光地にスポットを 当て，とてもよ い
計画だと思います。その他（カ フェ ，遊覧船…）

ど の場所でも泳いだり，水遊びができる よ うにしてほしいです

川のゴミが少し少なくなったよ うに思います。掃除の舟できれいになっている のです

タバコの吸殻と犬の分のない川辺になる といいな〜。みんなが「自分だけ」と思わな

ね。ありがとうござ います。

いで持ち 帰ってほしいです。

太田川上流の地域が災害で被害を 受ける ケースが多い。自然とうまく共存して，なお ・太田川流域の整備，川沿いの緑化整備と不要ゴミなど の清掃除去 ・護岸整備と多
かつ災害にも強い環境を 築くことが必要と思う。

くの生物が生息できる 自然保護を 行なうことが大切である と思います

水災害に備えての防災訓練を 市民参加の上実施すべき。しかも太田川河川敷地利
1206 広島県広島市佐伯区五日市中央

男 40代

1207 不明

男 60代

1208 広島県広島市安佐南区川内

男 30代

1209 広島県広島市中区吉島東

女 20歳未満

用して国の関係機関協力の下大々的に年一度実施し，市民ともど も防災意識を 醸成 水災害に備えての施設の充実
する 。

1210 広島県広島市西区古江西町

男 40代

1211 広島県広島市西区三篠町

男 50代

県管理区間も直轄並に！※人工的な工作物はあまり作らないよ うに！
水がきれいだと思う

水遊びが下流のほうでもできる 太田川

広島の水は他都市と比べる と水質もよ くおいしいと思いました。太田川の上流域の水 太田川の下流域の水がもっときれいになってスポーツ など 楽しめる ところがもっと増
はとてもきれいだと思います。

えればいいと思います。

きれいな川だと思います
他県にはない，市内を 流れる 多数の川や木々を もっと有効活用してほしい。（広島

1212 広島県広島市中区江波本町

男 20代

県民も太田川のよ さを 理解できていない。あって当たり前の気持ち が強く，有効活用
できていないことについては不満）

老若男女問わず人が集まれる 施設，イ ベン トを 催してほしい。南区のオープ ン カ
フェ や光のイ ルミネーショ ン など ，他の地区でも行ってほしい。あと，フラ ワーフェ
スティバルのよ うなイ ベン トを 広島にしかない，川や木々を 活用して企画してほし
い。交通手段として活用も非常に面白いのでは。

下流の川沿いのマン ショ ン に住んでおりますが，特に夏は生臭い臭いが気になりま 広島は川に囲まれた自然豊かな土地です。広島のシン ボルともいえる 川を これから
1213 広島県広島市中区吉島東

女 30代

す。水の透明度も良いとは思えません。広島産のシジミを たまにスーパーで見かけま 更に美しいものにしていけたらと思います。市民が協力できる ことを ど んど ん発信し
てほしいです（洗剤のことなど …）

すが，とても買って食べよ うとは思いません。
我が家の側の古川は階段あり，ベン チあり，草ソリ雪ソリ魚を 網ですくったりと，子ど

もたち にとても優しい川でとても助かっています。ありがとうござ います。後は生物の 晴天が続くと「水不足」がとても怖いです。温井ダムができてホッとしたのですが，広島
1214 広島県広島市安佐南区緑井

女 30代

名前看板や街灯（夜暗すぎて怖いです…）があればもっと嬉しいです。犬の糞には

の人口を 考える と，まだダムが必要なのかも…。「脱ダム宣言」なんてものもありまし

困ってますが…。後，ポプ ラ の綿のよ うな種にも…。これからも人に優しい太田川作 たが，私は人間が生活する うえでダムは重要と思います。よ ろしくお願いいたします。
り，よ ろしくお願いします。特に子ど もに。
子ど もが遊べ，なおかつ安全対策もあり，みんなで楽しめる 太田川になったら嬉しい

1215 広島県山県郡北広島町今田

女 20代

沿川の緑が多くてとてもきれいだと思います

1216 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜

女 20代

広島県を 代表する 川だとは思いにくい…ど こが太田川なのか実際よ く分からない

1217 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜

男 20代

汚い

1218 広島県広島市西区三篠町

女 20代

です
川底まで見える 澄んだ水（ゴミのポイ 捨てを しにくくさせる ために）誰が見てもきれい
だと思う川に
まともな川。写真集など に出てきそうなきれいな河に

夜中に花火を していたり，ゴミが散乱していたりする ことがあって，よ くないと思うこと
がある ので管理してほしい
河原の草を 年に何回も刈り取っておられ作業を しておられる 方の大変さを 感じてお
アストラ ム不動院駅のホームの窓ガラ スに鳥の羽毛のよ うなものがたくさん付着して りますが，最近新庄橋の下にグラ ン ドゴルフ場らしきものがお見えして人の姿を 見か

1219 広島県広島市安佐南区山本

女 70歳以上

いて不潔に思い，遠くに見える 山本の春日野団地も霞んで見えます。川の中の樹木 ける よ うになりましたが，公共の場のマナーを 管理者としてしっかり発言してください。
を 整備して渡り鳥についても一考の必要がある と思います。

他県からこられた方はきれいな川だといわれますが，美しい日本作りのためにも広島
の川のある 街を 誇りにしたいものです。過去のことにとらわれずプ ラ ス思考で！

1220 広島県広島市安佐南区沼田町大塚

男 60代

1221 広島県広島市安佐南区大町東

女 30代

1222 広島県広島市中区白島北町

女 60代

行政の力も発揮してもらわねばなりませんが，やる 気のある 時間のある 老人パワー 多くの人が「太田川に行きたい，見て心を 和ませたい」と思うよ うな川にしたい。水遊
を 使い，上流までの浄化に努力しましょう

びができる ，多くの生物が住める 川

好きです

もっと有名にしてほしい

足を 悪くしてリハビ リのため散歩を している のですが，鳥の糞だらけのカ ラ スの城に 朝夕，河川敷を 犬の散歩道となり，紐なしで散歩など の注意板など 立てる のもど うで
なっている 島はとても不愉快です。あの島を 何とかしてください。素敵な川なのに残念 しょうか？ベン チも古くなっている ところも多いよ うに思います。犬様々の道，また自
転車の道になっている よ うに思います

に思います
1223 広島県山県郡北広島町今吉田

女 60代

1224 広島県広島市西区横川町

女 60代

昔は川とともに生きる ，喜びも，また悲しみも…。しかし現在は忘れ去られている よ う
な気持ち

美しい太田川の流れとともに喜び，楽しさを 味わえる よ うにしたいと思います

だいぶ水質もよ くなってきていますが，みんなでゴミを 捨てたりしないで一人一人が気 川岸にくつろげる よ うな小さな東屋的なものができる とお年寄りに楽しい集まりの場
を つければもっときれいな水になり，泳げる よ うになってほしいと思います
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問５

ウォ ーキン グで川土手，橋とかを 利用していますが，潮が満ち ている 時にど ぶのに 県外や他国の人が見て川が（川砂が）きれいな姿を 見れば和むことと思います。満
1225 広島県広島市中区西平塚町

女 50代

おいがします。子ど もの頃川で泳いだ川は悪臭はなかったと思います。川砂も真っ白 潮の時はいいのですが，干潮の時がいまいち です。平和公園近くはきれいに整備さ
でしたが，今見る と黒くヘドロ のよ うに見えます
広島の川といえば太田川といっても，太田川を 直接見たことはないんですが…。広島

1226 広島県呉市西谷町

女 40代

県民でも太田川という名前は知っていても，ど こからど こまで，とはっきり分かってい
る 県民は少ないのでは？

れていますが，その他のところももう少し目を むけたらいいと思います
知られていないというのも一つなので，そういう人たち に「太田川ツ アー」なんてど う
でしょう。上流から下流まで見てみたいです

水を おいしくいただいています。ありがとうござ います。私は以前島に住んでいました 自然を なる べく生かした改善を これからしてほしいと思います。雨水の再利用を 呼び
1227 広島県呉市警固屋

男 50代

が，水道料金が異常に高いよ うに思いました。生活用水なので安くしてほしいと思い

1228 広島県広島市安佐南区大塚西

男 30代

都市部を 流れる 川にしては，きれいなのでよ いと思います

1229 広島県廿日市市地御前

男 60代

治水が徹底し，味気のない川になっている

1230 広島県広島市西区観音新町

男 20代

1231 広島県広島市東区戸坂大上

男 60代

1232 広島県広島市安佐北区可部

女 50代

1233 広島県広島市安佐北区亀山

女 50代

1234 広島県広島市東区牛田中

女 60代

かけてほしいです。我が家は雨水を タン クにためてモーターにて吸い上げ，洗車・花
の水遣りを しています

ます。

最近は天候が不順で，渇水や大雨対策は必要である と思うが，なる べく自然環境は
大事にしてほしい
良好な水質を 保ち ，飲み水として確保していく。いつでも水辺に降りて，水と親しめる

治水など について詳しく分からないが，観音新町に住んでいる ため，洪水対策を 期
待したい

広島を 代表する きれいな川になる ことを 望みます
両岸の道路の整備，歩行者用道路の整備，特に安佐大橋と高瀬大橋の間（歩行者
用通路がなく危険）

上流域でのダム貯水のため，下流では水量が減っている よ うに思える 。夏には子ど
もたち が川遊びができる のが望ましい
上流からのゴミなど が中州の木など に引っかかっている ので，それを 何とかしてほし
い

日本名水１００選に選ばれた太田川。水道の水がおいしく飲める 河川であってほしい
中州の木を 残しつつ，堤防に桜の木を 植える など の緑化を 考えてみてほしい

みなさんが運動，レクリエーショ ン の場所，子ど も・老人が使える よ うにしてほしい

鳥を たくさんかって，バードウォ ッチン グなど で利用してほしい
安全・安心ゴミを 捨てられにくい美しく整備された川

1235 広島県広島市安佐南区山本

男 30代

川が氾濫しやすく怖い

1236 広島県広島市安佐南区安東

男 60代

水質の浄化

水辺の賑わいの場として整備。小生，中学生までは元安川で泳いでいました

1237 広島県広島市安佐南区高取北

女 50代

もっと自然と親しめる 場所もほしいのですが，車も駐車できれば良いですね

水遊びやプ ールのよ うなことが出来れば良いですが，少し無理かな？

1238 広島県広島市安佐南区古市

女 40代

川幅も広く貴重な川だと思う

1239 広島県広島市安佐南区山本

女 30代

・災害が起きたときど うなる か心配です。防災対策を しっかりしてほしい。 ・私たち も
防災の意識が薄いので，もっと意識が高くなる よ うに宣伝など してほしい

下流になればなる ほど ，水質が悪く感じる 。仕方がないことでしょうけど
上流のほうはきれいだけれど も，下流（海に近いところ）は汚いのでもっときれいにし

休日だけでも上流・中流域にオープ ン カ フェ またはフリーマーケットのよ うなイ ベン
トを 開いてほしい

1240 広島県江田島市能美町高田

男 30代

1241 広島県廿日市市玖島

男 50代

1242 広島県山県郡北広島町宮迫

男 70歳以上

国民の大切な資源，県民そろって美しくきれいに保つことを 願っています。

1243 広島県山県郡北広島町大塚

男 60代

可部地区を 境界にして下流は公園を 多く取り，上流はなる べく自然を そのままに…

1244 広島県山県郡北広島町都志見

男 70歳以上

1245 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 70歳以上

1246 広島県広島市安佐北区あさひが丘

女 60代

しさを 感じる ことが多いです。いつまでも美しい川である よ うに願っています

て川遊びできる 太田川を 望みます

1247 広島県広島市安佐北区安佐町

男 60代

水の量を 多くして（特に中流）

上流・中流の山林の整備

1248 広島県広島市安佐南区伴東

男 60代

・きれいな水にする 運動 ・広島の水・ボトルウォ ーター，スーパーで販売希望

・川の中の樹木，川床きれいに ・堤防の強化

・下水道が整備され，以前よ り川の水がきれいに保たれている と思う ・水力発電も

・アシ等の水質を 良くする 植物など を しっかり植えて，更にきれいな水にしてほしい

必要と思うが，川の水が一定量以上流れていて，川の生物がたくさん住める 状態を

・川の水量を 一定に保つには，近くの山々の手入れも必要だと思う。将来を 見据えな

1249 広島県広島市安佐北区三入南

女 50代

てほしいです

以前台風のときにあと５セン チくらいまで水が波打っていた時は上八木だったにもか ゴルフの練習はしっかり取り締まってほしい・幼児を 連れた若いお母さんでいっぱい
かわらず祈る 気持ち で朝を 迎えた。今は安心

女 20代

女 30代

みんなの楽しめる よ うな川にしたいです。川にゴミなど 絶対に捨てないよ うにしましょ
う
自然を そのままに…

す。調整を 指導する 必要がある と思います
水質を きれいにする 広報を 徹底する 。川で泳げる よ うにする
下流域でのオープ ン カ フェ ，水辺のコン サートが開かれて，広島の川・太田川の美 シジミ，アサリなど が安心してみんなで採取できる よ うな太田川。子ど もたち が安心し

がらの治水事業を してほしいと思う

あまりきれいという印象がないです。太田川沿いに行っても川に下りて子ど もを 遊ば
せる というよ うなことがありません。

現在瀬野川沿いに住んでいますが，瀬野川は本当によ く整備されていて，子ど もを
いつも遊ばせています。魚に鳥，草に花，自然に触れられてとてもよ いです。太田川
もそうなればいいなと思います。

私が小さい頃は川に入っても色々な生物がいて，泳ぐ のも何の抵抗もなかったけ
1251 広島県広島市安佐南区東原

になる よ うに

いつでも自由に釣りができる よ うにしてほしい。農山村には多くの堤（溜池）がありま

保ってほしい

1250 広島県広島市安芸区中野東

自然の生き物とくつろげる 空間を 作ってほしいですね

ど ，少し前は水質が悪く以前のよ うに生物も見られなく，親も川には入る なといって
いました。ここ最近はまた少し水質も良くなりつつある と聞いています。

沿川の整備を もう少し進めて，子ど もたち が安全に楽しめる 太田川になればと思い
ます

1252 広島県広島市安佐南区八木

女 50代

美しい川だと思います

1253 広島県広島市安佐南区長束

男 40代

川岸にガードレールがつけられてなく，時々危険を 感じる ことがある

1254 広島県広島市安佐南区八木

男 70歳以上

問２-２の５・７の整備が必要。川と人間の関係がないよ うに感じる

昔イ カ ダや舟くだりができたよ うな川にしてもらいたい。せめて可部―広島くらいまで

1255 広島県呉市広本町

男 70歳以上

1256 広島県広島市西区古江東町

女 40代

川べりのボートなど を 危険予防のためにも禁止すべきです。以前よ りきれいになっ

川べりや岸辺を もっと生活に取り入れて，楽しく人々がジョ ギン グ，散歩，水遊びな

1257 広島県広島市安佐北区可部

男 70歳以上

1258 広島県江田島市能美町中町

男 60代

これからも美しく，きれいなおいしい水であってほしい

たが，川として何も利用していない

車道からガードレールがつけられていないところがあり，ガードレールを 設定してもら
いたく思います

ど 手軽に楽しむために有効な利用方法を たくさん提案してほしい
・これからも水質を 保ち ，水遊びの場を 整備して良環境を 作る ・川にゴミを 放棄し
ないよ う取り締まる
豊かな自然，きれいな水を これからも守っていってほしい。きれいな水を 守る ために
私たち ができる ことは何かということを もっと知っていきたいと思う。太田川は私たち
の財産と感じています。

1259 広島県呉市安浦町

1260 広島県広島市安佐南区祇園

女 20歳未満

女 30代

1261 広島県広島市安佐南区中筋

女 30代

1262 広島県広島市安佐南区山本新町

男 30代

色々な災害があった太田川ですが，とても緑豊かな川だと思っています。とてもよ い
川ですね！

なる べく対策が必要だと思います。街の人たち が川とふれあえる よ うにしてください。
そうなる よ うに願っています

前はゴミなど が目立っていたりで，少しずつ太田川がゴミの兄川になってきている と
思います

私が子ど もの時には太田川でよ く川遊びを しに友人といっていましたが，いざ 子ど も
と行きたいと思っても昔みたいに自然が残っている か不安になる ことがあります。緑
を もっと増やしてほしいです

緑の豊かな美しい河という印象を 持っています。緑が多くカ モや魚の姿の見える ，環 全国各地で水害が起こる たびに太田川は大丈夫？と不安がよ ぎります。堤防を 強化
境としてもとてもよ く思っています。

し，かつ環境にも優しい生活共存型の川であってくれたら…と思っています。

通勤で自転車やラ ン ニン グで土手筋を 利用している が，まだつながっていない区間 もっと河川敷を 整備して利用できる よ うにしてほしい（散歩や子ど もと遊んだり，ス
や部分的に狭かったり水溜りがあったりと走りにくい

ポーツ ，フリーマーケット，川で泳いだりなど ）車の乗り入れや階段を 増やしてほしい

下流で何本にも別れている ので特色がありますが，もう少し車など 停めて河の近くに
1263 広島県広島市西区己斐本町

女 30代

下りて子ど もと遊びたいなと思います。シジミ採りなど したことがあり，連れて行っても 川の側を 通り過ぎる だけではなく，降りてみたいと思わせてもらえる 川を 望みます。
らったときには驚きました。水辺のコン サートも多くの人が河の近くに行くきっかけと

下流にはなかなか難しいですよ ね？

なり，いいと思います。
1264 広島県広島市西区東観音町

男 70歳以上

1265 広島県広島市西区己斐本町

女 50代

1266 広島県広島市東区牛田東

男 70歳以上

1267 広島県広島市安芸区畑賀

女 30代

ボートなど の不法な駐舟が正されない

災害を 起こさない対策。きれいな水（５０年前くらいでもよ い）

かなり整備されてきたと思いますが，川岸など のゴミが目立ち ，市民の意識が高まれ
ばいいと思います

毎日の水を 運んでくれる 太田川の存在を ありがたく思っていましたが，特に何も感じ
たことがなかったです。ただ上流域を 訪れた時は自然がきれいだなあ…と思っていま
した。

水質がもっとよ くなり，身近な太田川放水路で泳げる よ うになればよ いと思います

人に優しい太田川であってほしいと思います。そのためには人々も太田川に優しくな
ければいけないと思います

安芸太田町（この１０年以上アユがとても少ない）の辺りでもヘドロ やゴミがたくさんあ
1268 広島県広島市西区小河内町

女 30代

り，水質も悪い。ダムのため水量が少ないことと関連がある 気がします。また，下流

とりあえず，ゴミのない川にしたいので（樽床ダムはゴミだらけ）クリーン 太田川の回

は塩水がかなり来ていてほとんど 海。広島のカ キがおいしいのは太田川のお陰で， 数を 増やしてほしい。川舟が復活する よ うな川になってくれればとも思います。
海水と真水が混ざ る ところで育つため。ど うにかならないかといつも思っています。
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台風時の高潮対策と親水対策を もう少しやっていただければ助かります。「台風１８
1269 広島県広島市中区白島北町

女 50代

号が大潮と重なっていれば」を 見て驚きました。広島市のほとんど が浸水します。もっ
と市民が考えてもいい問題だと思います。

1270 広島県広島市西区己斐大迫
1271 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東

女 40代
男 40代

1272 広島県広島市佐伯区五日市

女 30代

1273 広島県広島市佐伯区観音台

女 70歳以上

1274 広島県広島市佐伯区皆賀

男 60代

市の中心部，市役所付近は災害対策本部がおかれる と思うので安全であってほしい
です

沿川の緑がとても美しいし，水辺が若者のコン サートの場となって，川が人々の憩い 大雨の時や台風のときの道路の浸水が全くなくなる のは難しいかもしれませんが，市
の場となっていて，とてもよ いと思います。

の中心部は浸水しないほうがいいよ うに思います

緑，木を 植える ことは絶対反対。ど こもかしこも緑というのは大間違い。誤解が多す 上流に水不足対策として一年間雨が降らなくても大丈夫なよ うにスーパーダムのよ う
ぎ。血税の無駄遣い過ぎ

な立派なダム建設急務。人間は水だ
水辺の整備が進められていますが，ただきれいに整備していくだけではなく，緑，自

観音地区の高潮対策を 取っていただきたい

然と共存できる 整備のあり方を 考えていただきたい

広い河川敷や水辺に人が集い，水辺のコン サートや雁木タクシーなど ずいぶん整

私は太田川で泳いだり魚釣りを したり，潮干狩りを したりと楽しく遊んだものです。そん

備されて嬉しいと思います。ただ，なかなか参加できなくて残念です。

なきれいな川になったらよ いと思います。洪水が来ても大丈夫な川でありたいです。

①水量を 増やすためにも調整用ダムが必要 ②流域を 整備し，公園，キャン プ 場を
①水量が少ない。また水量が安定していない ②流域に公園（遊べる ところ）がない

作る ③カ ヌ ーで遊べる よ う１０ｋｍくらい水路を 作る ④水道水を 安定供給する た
め他のダムとの水供給用水管設備を 構築する （相互いに水が供給できる よ うに）

1275 広島県広島市佐伯区藤の木

女 20代

名前はよ く知られている が，他の川と同じ印象しか受けない
太田川の上流のほうは自然にも恵まれて水もとてもきれいなのでずっとこのままきれ

1276 広島県広島市佐伯区城山

女 30代

いであってほしいと思います。下流のほうももっときれいにして，生物も生息できる き
れいな川になればいいと思います。
日本名水１００選に選ばれたことを 今回はじめて知りました。広島の水はおいしく，ごく

1277 広島県広島市佐伯区石内南

女 30代

普通に飲んだり料理に使っていましたが，高く評価されている ことは大変うれしいこ
と，ありがたいことだと思いました。
上流域の様子を 知らなすぎる 。下流域（横川辺り）で今年は桜を 楽しみました。両岸

1278 広島県広島市佐伯区五日市

女 60代

で水辺辺りまで枝が下がりとてもきれいでした。こんなところを たくさん作ってほしいで
す。

1279 広島県広島市佐伯区海老山南

女 20代

1280 広島県広島市東区戸坂数甲

女 30代

ました。それを 意識して災害が起きそうなときには早めに安全な場所へ避難しないと

いとはいえない。車道と川沿いの環境を 一体的によ いものにしてほしいと思うことが
ある

男 20歳未満

1282 広島県広島市東区牛田新町

女

1283 広島県広島市佐伯区八幡が丘

女 50代

1284 広島県広島市佐伯区楽々園

女 30代

・ゴルフ場など の人工物が多い ・ゴミが多い ・コン クリートが多い ・かっこいい橋
がない

女 30代

1287 広島県東広島市黒瀬町

女 70歳以上

1288 広島県東広島市黒瀬町国近

女 30代

て知ったことばかりでした。流域の広さとその川の利用目的の多さに感心しました。源

側を 車で走る だけではゴミなど も気にならないし，きれいだと思う（今はボートゴミは
ないのかな？）

男 20歳未満

しみを 持ち きれいにしよ うという気持ち が生まれる

とは思いますが，それと同じくらい環境保全が大切ではないでしょうか

貴重な自然とのふれあいの場としてできる だけ人工的なものを 排除した環境作りを 行
なってほしい
・様々な動植物がいて，自然とふれあえる 太田川 ・ゴミがなくきれいな太田川

この川の素晴らしさを もっと多くの広島の人が知る ことができる よ う，情報発信してい
ただきたいです。もっと川とふれあえる よ う企画を お願いしたいです。
浅いところでは水の中に足を つけられる よ うな場所
このまま広島のシン ボルとしてあり続けてほしいです。自然を 壊さず，広島県民にこ

なっており，広島出身在住の私は太田川を 自慢に思っています。しかし，取水のため のまま愛された川でいてほしいです。ただ，川の側にお住まいの方には脅威だったり
川の水が少ない地域がある のははじめて知り，遠い地域まで助かっている んだなあ する ので，整備はしっかりしてほしいです。もっと子ど もとふれあう場になってほしい
です

うなこと決してないよ う，自然豊かで多くの人がよ い環境で過ごせる よ うにしていただ
きたい。

1290 広島県安芸高田市高宮町原田

上流でみんなが楽しめる 場所を 作り，それを ＰＲする ことで，多くの人が太田川に親

いです

太田川流域，平成１１・１３・１６・１７・１８年災害が発生して被害が多すぎる 。このよ

男 40代

に住んでいる 人全てで守り続けていきたいと思います。

やはり災害の安全対策を しっかりとしてもらいたいです

と驚きました。

1289 広島県東広島市高屋高美が丘

これらの自然が残してくれている 景観，環境，水質など を 守り続けていく努力を 広島

うか。それを 役所に聞いてみたい（知りたい）と思っています。

太田川は広島のシン ボルと思っています。太田川のお陰で他にない広島の地形に
1286 広島県広島市安芸区矢野東

になればいいと思います。

広域的に利用されている ことはとてもよ いことだと感じます。

の冠山に行ってみたいです。
女 50代

災害の被害が少しでも少なくなる よ うな対策を してほしいです。もっときれいな太田川

川べりを 散歩する 時，対岸の堤防とこち らの堤防は高低差なく作られている のでしょ 大雨，台風のとき，街が水害にならないよ うにしていただきたいと思うのが一番の願

市内に流れている 一本の川が太田川なんだと思っていて，今回この広告を 見て初め

1285 広島県広島市佐伯区河内南

のも大切だが，まずは人命を 守れる 川になったらそれが一番だと思う。

大潮と台風や大雨が重なる とこんなにも大きな範囲で浸水したりする なんてびっくりし 水のきれいさを 保てる よ う，みんなで努力する べきだと思います。災害対策も必要だ

下流域の川沿いの道路は交通量が少なく，路上駐車が多いなど ，あまり雰囲気がよ

1281 広島県広島市東区戸坂千足

詳しくないのでよ くは分からないが，浸水予想家屋が多いと思う。きれいな川にする

美しい（緑が多い）所もある が，緑が少なく汚く見える ところがある 。防災上も緑が多
いほうがよ いのではないでしょうか。
川の水質や周辺の環境がよ くなったと思います。水利用も広範囲に及び多くの人に
供給している 。管理も大変だと思います。

太田川良好に保たれている と知りビ ックリです。そのまま何年も続けられる ことを 望
みます。
コン クリートで整備する のではなく，自然を 生かして整備を してもらいたい
台風や大雨など で災害が起きないよ う日ごろの点検と災害予防を 十分してもらいた
い
太田川の元になる 山の手入れによ る 浄い水とともに太田川上流へ問２−２のよ うに

1291 広島県広島市安芸区船越南

男 30代

カ キ殻によ る 水の浄化を 行えばよ いと思います（カ キ殻を 川の中につけておく。カ
キ殻には浄化作用がある と聞いています）

1292 広島県東広島市西条町郷曽

男 60代

1293 広島県廿日市市峠

男 70歳以上

1294 広島県佐伯区杉並台

男 50代

水害防止が大事である 。子ど もらが水で遊べる よ う平素は車が通れ，日ごろは自転 私は黒瀬川に桜など を 植える ため草刈に精を 出している 。国は水・環境…まで補助
車など が通れる 道路作る

を 出すとしている が県は私たち に援助しない。ぜひ小さな力である が補助がほしい

下流域の洪水時の対策を 広報し，対策を 立てる 必要がある 。特に病院，避難施設
について周知を 図る こと
時々生活廃水らしきものが流れ出ている のを 見る ことがある 。また，ゴミが多く気に
なっている

上・中流域では，自然（樹木，野生動物）の保護を 重視し，自然観察など に役立てる
一人一人が問題意識を 持って解決しなければならないと思う

恐い計画があります。北広島町今吉田で建設残土の多量のゴミ埋め立てが行なわれ
よ うとしています。太田川が将来死にます。魚貝類など の資源や広島市の水道も飲
1295 広島県山県郡北広島町今吉田

男 60代

めなくなります。広島北の行政の不安を 地区住民は感じています。建設残土の中に
はアスベストや色々な化学薬品など も入っている と思われます。太田川の未来はなく
なる のではないかと心配です。まもなく搬入が始まる よ うです。ただ，県で止まってい
る よ うですが。多分進行州ｒのではないでしょうか，心配です。
水害の心配以外では市民の憩いの場となっている ことが大きいと思います。川べり

1296 広島県広島市南区皆実町

女

を 散歩しながら川土手の四季の草花を 愛で，押し花など に利用，梅雨時の早朝の川
面の霧を 漂わせる 風景は最高です。

1297 広島県広島市南区皆実町

女 30代

生活を していく上で大切な水の資源だと思う。

現在工事中のところが完成したらと思うととても楽しみです。私たち の憩いの場のみな
らず，市民を 水害から守る 役割を しっかりと果たせる 川になってほしいです。
魚が暮らしていける よ うなきれいな水になる よ うに望みたいです。

太田川の水は以前に比べ水分きれいになっている と思います。洪水など の水害も少

1298 広島県広島市南区東雲

女 60代

1299 広島県呉市山手

女 20代

私は呉に住んでいる のですが，太田川の水はおいしいと聞きます。

たくさんの人が集まる 憩いの場になればいいなと思います。

1300 広島県広島市安佐南区相田

男 70歳以上

アユ釣りを している ので昔はきれいな水だったが今はゴミがある ところがある

水がきれいになり子ど もたち が遊べる くらいきれいになりたい

1301 広島県広島市安佐南区西原

女 30代

まだまだ汚れている ところが多い

川沿いの公園を よ り美しくしてみんなが利用できる よ うにしてほしい

1302 広島県東広島市西条町寺家

男 60代

なくとても安心しております。

広島市内の岸辺はずいぶんきれいになった。今は作ったばかりの姿も見られる が，
歴史が感じられる よ うな姿になる よ うに樹木を 大事に残してほしい
浸水については私は山に住んでいる のであまり意識していませんでしたが，観音の

1303 広島県広島市西区井口台

女 20歳未満

ほうは大変だろうと思いました。災害が起きたとき，特に浸水は衛生面の管理が一番
大事だと思うので，対策が必要だと思います。個人的に原爆の落ち たところなので，
下流のほうでは恐くて水に入れませんが，水はきれいだな…と思っています。

1304 広島県広島市南区皆実町

男 60代

1305 広島県廿日市市六本松

女 20代

1306 広島県安芸高田市吉田町常友

女 40代

1307 広島県広島市東区福田

男 40代

1308 広島県広島市安佐南区西原

男 30代

水量が少なく，川の汚れが目立つ

澄んだ水辺に緑の遊歩道が続く景色など 創造しても心豊かで幸せですね

河岸が休息や散歩の場となってほしい。緑を 多くしてほしい。店や看板は要らない

己斐付近の河川敷が以前よ り整備されてとてもきれいになりました。嬉しく思っていま
す。なのに遊ぶ人が少なくて残念です。みんながもっと川や自然に興味を 持って安心
して遊べる 川になってほしいです。

水質を 保持し，水量の多い川に
河原に市民が集まって遊べる 安全できれいな川になる こと

以前に比べてだいぶきれいな水になったよ うです。太田川の上流の小さい川の汚れ
が若干ある よ うです。
水辺を 利用した川づくりができている と思う

とにかくきれいな水のままで，上流にもど んど ん魚も増えますよ うに
人々が協力して川のゴミを 撤去してきれいな太田川を 作っていく

下流域に住んでいますが，自然を 感じない。せっかくの豊かな川を 活かしていない印 環境に配慮しつつ，川を 活かした人が集まり親しめる 場を 作る こと。新たな観光名
象を 受けます。

所，川を 活かした都市づくり
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太田川野球場，ゴルフ場が台風時無残な状態になってしまうのがとても残念です。対
1309 広島県広島市安佐北区上深川町

女 50代

処方法もないのでしょうか。最近菜の花の群生が減少しています。県北の防災強化
が必要だとも思いました。

1310 広島県安芸郡府中町本町

男 60代

太田川上流に汚水処理場があり，太田川に流れる のではないか？

生物が生息できて良質な，淀みのない川！川沿いに木々，花，草が季節を 感じさせ
てくれる 。水の量が増える といいのではないでしょうか。
山林植林を 多くして，雨が降っても水が保てる よ うに。太田川の水が不足する と思
う。江の川の水を 太田川に供流水して水不足を 図る ？

去年まで平和公園近隣で飲食店を ４０年以上経営していましたが，観光で来られたお
1311 広島県広島市中区大手町

男 60代

客様から「広島の水は美味」と時々小耳にはいる ときがある 。そのときはいつも太田 放水路の役目を 果たすためにも関係者の一層のご努力を ，と思います

1312 広島県広島市中区十日市町

男 20歳未満

できる だけ橋の上りを なくしてほしい。川の水が氾濫する ことが少ないと思う

1313 広島県東広島市黒瀬町

女 30代

近づきにくい感じ

憩いの場と防災を 両立してほしい

1314 広島県広島市安芸区中野

男 30代

きれいになったと思います

もっと魚が増えてほしいです

1315 広島県広島市安佐南区高取北

女 20歳未満

1316 広島県山県郡北広島町

男 60代

ゴミが多い。水質が悪い

災害対策を 一番に考えてほしい

1317 広島県安芸郡府中町宮の町

男 20歳未満

こんなに人が集う川はないと思います。大きくて見る のが好きです。

これからもきれいな水を 保ってほしい

1318 広島県広島市東区福田

女 50代

1319 広島県広島市中区吉島西

女 20代

川の恵みと思っていた。

1320 広島県広島市南区比治山本町

女 30代

もっときれいな水にする ためにみんなに呼びかける べき

水鳥，渡り鳥も多く，時には大きな鯉も泳いでいたりして，高瀬堰辺りの景色が好きで 多くの生物が自然な形で生息できる よ うに，ゴミのポイ 捨てなど ，なくなればよ いと思
す

います

自然災害がある と必ず太田川が取り上げられている 。あまりいいイ メージはない
都市部にある 川にしてはきれいな川だと思います
河川敷に車で降りられないので，堤防の上にもっと駐車スペースを 作ってほしい。

太田川近くに住まれている 方が，自然災害が来ても安心と思える よ うな川にしてほし
いです
水質がきれいな魚や生き物がたくさんいる 川。ダムの建設とかよ りはそっち のほうを
優先してほしい。子ど もたち の後世のために環境に気を つけてほしい
せっかくの広大な敷地を 季節ごとの花畑にしてはど うでしょうか。サイ クリン グコース

1321 広島県広島市安佐南区安東

男 50代

パーキン グメーターを 置いておけば放置車両もなくなる と思います（１時間以内無料 や散歩コースがその中を 通っていれば，利用したい人はたくさんいる のでは？企業
にしてほしい）

の協賛やＮＧＯによ る 管理も可能では？

1322 広島県東広島市高屋町白市

女 50代

水がきれいだと思う

市民のためになる よ うにと思います
とにかく，良も悪も全てを ＴＶ放送する ！若い人，時々いい大人も普通にゴミを 捨て

汚いと思う。子ど もが遊んでいる のを 見る とつり針が刺さらないか，心配になってし
1323 広島県広島市安芸区中野

女 20代

る のを 見る と悲しくなる 。でも注意できない自分が情けなかったです。モラ ルがない

まう。「アユ」がいる のは今回はじめて知り驚いた。ゴミがたくさん捨てられている …。 人たち はＴＶが好きみたいで，大半ＴＶの話や芸能人のはなしを してくる よ うに思う。
必ずといっていいほど 多くの人がＴＶを 毎日見る し，「音声と映像」はわかりやすく記

正直広告を 見て本当ビ ックリです。

憶（意識）しやすいと思う。
太田川は他の川に比べて水がとてもきれいです。ただ下流になる と多少汚れが目立
1324 広島県広島市安佐北区あさひが丘

女 50代

ち ますし，ゴミも多いかと思います。水は私たち が生きる ための命だと思います。生
きている 一人一人が心がけてよ り美しい川となる よ う，後に生きてゆく子ど もたち に
つないでゆきたいと思います。
上流域は美しい景色に囲まれていて，気分転換のドラ イ ブ に行く最高のコースです

1325 広島県安芸郡坂町坂東

女 40代

が，台風や梅雨の大雨，水害のことを 思うと悲しい思いを されてきた方が多くいる こ
とを 忘れずに入られません。問１-２のよ うな対策で，これからは被害の出ない川とし
てもっともっと親しんでいきたいです。

中州の木が鳥の「フン 害」で枯れてきている とか。古来の生態系が崩れてきている ，
というニュースを 聞くと，残念です。多くの動植物が共存していける 豊かな川であり続
けてほしいです

1326 広島県広島市南区西翠町

男 50代

郷土を 生み育てた母なる 川

自然と親しめる ，川を 利用した場を 整備していただきたい

1327 広島県呉市音戸町波多見

女 30代

おいしい水を 届けていただき感謝しています

これからもおいしいお水を いただける ことを 期待しています

1328 広島県東広島市八本松町飯田

男 70歳以上

これからは今までにない増水を 見越して整備していくことが非常に大事と思います

川と人間の関係の大切さを もっと教育の場に取り入れて水の大切さ，自然とのかか
1329 広島県呉市焼山政畝

女 60代

わりの大切さを 行政側も考える べき。（水の管理だけではいけない）水や川は人の心
を 豊かに育むことを 死ってほしい

①太田川の水は大勢の方々が利用されており，これからも良質な水質を 保っていく
ことが大切だと思います。 ②一人一人がきれいにする 事を 徹底させる
戦中戦後，もののない時代に育った私たち は川で泳ぎ川の自然に触れ，水への感謝
と親しみと大切さと畏敬の念を ，川や水に触れる ことによ り身に付けてきた。多くの感
謝と癒しも物言わぬ川や水から享受してきた。川や水は人の心を 豊かにしてくれる 偉
大な教育者である と信じている 。
下流域の水質がきれいというイ メージがあまりない。また，部分的に殺伐とした印象

1330 広島県広島市東区牛田早稲田

女 20代

市民の憩いの場として利用されており，よ い整備ができている と思う

を 与える 箇所もある ので，そういうところを 改善できる よ うな施策を 考えていってもら

1331 広島県広島市東区戸坂千足

女 30代

以前よ り増水する 回数が増えている よ うで，雨の多い頃になる と心配です

安全かつ良質な水を 提供する 川であってほしいです

1332 広島県広島市安佐南区西原

女 40代

水もきれいで緑も多く，よ い環境だと思います

える と嬉しい

1333 広島県広島市安佐南区沼田町伴

男 20代

台風のときに大潮と重なっていたら浸水の危険がある 箇所がある ので，その対策は
ど のよ うになっている のか？

現在の太田川は災害に対して少し弱い部分がある と思います。異常気象の多い現

太田川は広島の顔だと思います。これからも太田川で親しめる よ うな川づくりを して

在なので，しっかりとした対策を 立ててほしい

いってほしいです。

・水辺周辺整備として市内にオープ ン カ フェ を 誘致している が，もう少し店舗数を 増 水の都広島と生活・文化・観光など について，広島南道路と太田川市内派川と広島
1334 広島県広島市中区吉島西

女 30代

1335 広島県東広島市高屋町杵原

男 30代

1336 広島県広島市安佐南区東野

女 50代

1337 広島県山県郡戸安芸太田町土居

女 20歳未満

1338 広島県呉市下蒲刈町下島

女 30代

1339 広島県呉市焼山北

女 40代

やすなど 賑わいを 検討してほしい。 ・河口周辺の堤防整備（ジョ ギン グ，散歩な

湾内の関連を 持たせた魅力ある 都市づくりを 望みます（各都市ごとにある 雰囲気：

ど ）について，生活との関連がほしい

神戸，京都のよ うな）

下流域の水質が悪く，市民が身近に感じられなくなっている （川に入る 機会が少な
い）

環境学習の場として活用される ことを 望みます
ラ ン ニン グ，ジョ ギン グなど 決まった場所しかないので，広範囲で整備を していただ
けたらと思います

上流域では観光客が多くなり，ゴミが増えてきた。水も昔と比べたら汚くなり，川で遊べ
なくなった
東京の水はまずい，とよ く聞きますが，広島の太田川の水はとてもおいしいです。毎
朝コップ いっぱいの水を 飲んで，幸せを 感じています

川がきれい。自然がある 。人々が癒される 場作りを してほしい
台風のとき送水管が破裂して断水になる ときがあります。そのときは食事も作れない
し，お風呂にも入れません。精神的にも疲れます。私たち は太田川の水に頼ってい
る んです。だから日ごろから災害に備えてほしいです

他の地域の川に比べ，水がきれいなど とてもよ いことだと思います。呉に住む私に

きれいな水質を いつまでも保ってほしいことと，下流域での川を 活かした観光など

は太田川沿いの水遊びができる 場所があまり分からないのが残念です。

もっと盛んになればいいですね

水が少ない。川の中に島ができて木が多い。太田川と三篠川の合流地点で大きな木 上流，加計まで遊歩道やサイ クリン グのできる 道がほしい。また，途中に水遊び，

1340 広島県広島市安佐南区八木

男 60代

が多くあります。大水の時，流れが悪くなる のではないでしょうか

キャン プ のできる ところがある とよ い

1341 広島県呉市焼山中央

男 60代

きれいな水，美しい川

大雨災害に強い川。自然と緑に包まれた川

1342 広島県広島市東区尾長東

女 20歳未満

きれいな川になっている

およ げる よ うになる 太田川になる ことを 望みたい

太田川は水量も豊富で水質もよ く他県に比べて水道の道はおいしく我々は太田川の 決して枯渇する ことのないよ う，森林の整備など を 行い，また下流域の高潮対策，水
1343 広島県広島市西区東観音町

男 60代

恩恵を 大きくこうむっています。したがってこの自然の恩恵に感謝し，釣りや水辺で遊 質の保持など の環境対策を 施し，我々の子孫，未来に引き継がなければなりませ
ぶこともでき，この川を 大事にしなければなりません

1344 広島県広島市安佐北区落合南

女 40代

1345 広島県安芸郡府中町清水ヶ丘

男 60代

1346 広島県広島市東区中山新町

女 30代

1347 広島県広島市安佐南区沼田町阿戸

女 50代

1348 広島県広島市東区福田

男 70歳以上

最近はフリーマーケットなど も行なわれ利用する ことがある けど ，いままでは全く関
心を 持ったことがなかった。もっといろんなイ ベン トが川辺である といいと思う

ん。
川の街広島なのでみんながいろんなことで利用できる よ うにしたい
川（太田川）についてもっと考える 機会を 作る

高陽の辺り（安佐北区）の川沿いが少し茂っていて時々大きなゴミを 見かける ので，
もう少し整備されればなあと思います
水辺でのコン サートやオープ ン カ フェ が開かれて水を 身近に感じる 機会が増えて
嬉しく思っています

子ど もが川遊びできる よ うな安全なきれいな水場がほしいです
せせらぎ公園のよ うに小さい子ど もがもっと水とふれあえる 場所が増える といいです
ね

生活廃水や違法投棄によ り川の汚れが目立つ

下流域の水が汚い。上流・中流では親しみのある 川なのに，下流で遊びたいとは思

清流で魚の住める ，また疲れを 癒す憩いの場所としての川と，周辺を 生かした積極
的な広島ならではの都市づくりを 望む
一人一人が色々なときに合わせて考えて生活を すればとても安全な川だと思うが，川
底など を 下流はもう少しきれいにする べき。子ど もたち も遊べる 安全・安心な川にし

1349 広島県広島市安芸区矢野西

男 40代

1350 広島県広島市安佐南区高取南

男 20歳未満

水が少なくなっている ところがある

1351 広島県広島市安佐南区緑井

女 30代

川沿いの自然はのんびりできて気に入っています

水質がもっともっときれいになったらいいと思います。

1352 広島県江田島市大柿町柿浦

女 40代

太田川の恵みで安定して水が供給でき，生活が営める ことに感謝しています

安心して下流の人が暮らせる よ うにもっと水質がよ くなりますよ うに

川の中に雑木が生えたままで放置されており，大雨の際の流れの阻害になってい

水が発電，他地域への供給で減少している のは止むを 得ないが，下水の完備も進

1353 広島県広島市安佐北区亀山

男 60代

1354 広島県広島市安佐南区西原

男 70歳以上

わない

てください
水を 多くしてほしい

る 。また，その跡では，ビ ニール袋，流木，ゴミ類がたまり見苦しい。地域住民ごとで んだことだし，川辺を きれいで老若男女を 問わず水辺に訪れ水に親しみ，水を 汚さな
のボラ ン ティア組織を 助成し，川幅の広い場所はスポーツ ，散歩広場として整備，ボ いマナーを 子ど もの頃よ りしつけできる ，川辺にはベン チがあり，牧歌的風情が楽
ラ ン ティアの管理にすれば環境は守られる のではないだろうか

しめる 憩いの場を 広めてほしい（特に上流）

洪水でも大丈夫だと思っています

地震にも耐えられる よ うにしてください
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1355 広島県広島市安佐南区八木

男 70歳以上

1356 広島県広島市安佐南区西原

男 40代

1357 広島県広島市安佐南区毘沙門台東

男 50代

1358 広島県広島市南区旭

男 20代

1359 広島県安芸高田市八千代町佐々井

男 60代

1360 広島県広島市安佐北区亀山南

男 60代

1361 広島県呉市豊町久比

女 20歳未満

問４

問５

川筋にゴミがたくさん捨てられている が，厳しく取り締まれないか。中小の建設業者と 安心して泳げる 川にする 。アユがたくさん採れる 川。エビ ，カ ニのいる 川。釣りが楽
造園業者，リフォ ーム業者が要注意

しめる 川

気軽に近づけないよ うな気がします。いつでも川で遊べる 場があったらと思います

いつまでもきれいな太田川で災害のない川であってほしい
休日に遊びにいける 場所を 増やしてほしい
水利を 生かしたい。例えば自由にボートなど を 浮かべて夏の休みに家族で憩うこと

漁業権者があまりにも強すぎる

など 。魚を 獲る ことのみに河川を 使用させない

下流（祇園大橋から）はかなり整備されている が上流（太田川橋から）は今ひとつで
はないかと見えます
上流域中流域がきれいなイ メージがあまりなかったので，見直した。名水にも選ばれ
ている とはビ ックリした。このままきれいな河川を 保つよ うにしなければいけないと
思った

1362 広島県呉市大山町

女 60代

1363 広島県安芸高田市吉田町高野

女 50代

太田川が生活とか遊びに生かされていないと思う。ゴルフとか釣りばかりが目立つ

いままで災害が発生する のは上流が多く，もっと開発が必要だと思います

天災が多くなっている このごろ，災害に対し万全の対策を 日ごろからたてて対応でき
る よ うにしなくてはならないと思う。川が汚染されないよ うに啓発する 。

水とふれあう場所作り。また生活とのかかわりを アピ ールしてほしい

広島の川が大好きな自分です。水の街といっても過言ではない広島は太田川を 中心 市民の憩いの場所として，ホッとできる 水辺であってほしい。また，いつも水量を 多く
1364 広島県広島市佐伯区海老園

1365 広島県広島市佐伯区石内南

女 60代

男

1366 広島県広島市西区草津新町

女 40代

1367 広島県三次市畠敷町

女 50代

1368 広島県竹原市竹原町

女

1369 広島県広島市佐伯区藤の木

男 50代

1370 広島県広島市佐伯区五日市町口和田

女 30代

に多くの橋で結ばれ，沿川で散歩，スポーツ など を 楽しむことができます。一方まだ

広域的なことに太田川の水が利用される よ うであってほしい。台風シーズン に大潮と

整備が必要なところもあります。沿川にもっと緑を 増やし，川底の整備，堤防など 洪

重なる と川の水が排水溝を 伝って逆流し，舟入地区など 大雨が降る と大変でした（以

水時の防災にも備えてほしい

前住んでいたことがある ）

上流では周辺の山も含めて生態系も変化し，当然川の環境も変わってきている 。

これから先堤防を 限りなく高くしていける わけでもなく，自然と共生できる こと，そもそ

色々な規制や工事である 面よ くなった面（水質，災害）も最悪時よ りはある のだろう

も昔は人は河口には住んでいなかったわけで，それを 可能にした人の力には限界が

が…

ある ことを 知る べきである

緑も多く，いつも整備されていてとてもよ いと思う。電車から見る 景観も気に入ってい さらに災害対策に力を 入れ，環境も充実したものにし，太田川が広島のシン ボルとな
る 。３年間県外に住んでいたため，その差がとてもよ く分かる 。素晴らしい川だと思う る よ うな素晴らしい川に更になってほしい

広島中心の川なので水の大切さを 知り，みんなのふれあいの場とする
上流についてはよ くなっている が，下流，特に市内の川は干潮時にはヘドロ が見え
てまだまだ汚い

きれいな水，楽しい行事，誰もが集まれる 場所。昼も夜も
災害対策はこれでよ し，はない。更なる 対策を お願いします

太田川下流域を よ く見かけ，広島の河岸は緑が多く整っていて県外から来たものか
ら見る ととてもきれい。和むと感じていました。しかし上流へ行くほど 分からなかった。 上流は清く下流はよ りきれいに，誰でも親しめる 場所があり続けますよ うに
発電のために水量が減っていたとは…
太田川の電源開発水を 有効に使っている 川は全国的にも屈指といわれており，河
1371 広島県広島市佐伯区利松

男 60代

岸の整備も行き届いている と思う。ただ，Ｈ１６年１８号台風の豪雨で温井ダムの突然 市民に憩い，親しみ，憩いの場の提供として流れに支障を きたさない場所に桜，ケヤ
の放流で下流に水害が発生した。上流の時期，水量には問題があったのではない

キなど 植樹，花壇としてひまわり，コスモス，ダリアなど 植栽したいかがかと思う

か？
1372 広島県広島市安佐北区可部南

女 40代

1373 広島県呉市吉浦東本町

女 40代

1374 広島県広島市佐伯区五日市町昭和台

男 50代

昔は泳ぐ ことができ，思いでもたくさんある が，今の子ど もたち は思いでもなくかわい 広島を 代表する 川なので，これからも次の代に自信を 持って引き継げる よ うに私た
そうだと思う

ち も努力しなくてはと思う

太田川を はじめ浸水する 恐れがある 箇所が大雨のたびに結構ある ことに驚きまし
た。
整備が進んでいる よ うですが，身近に利用できる 箇所が少ないために，環境，意思
がまだ低いと思います。課外活動で利用できる よ うにもっと整備できればよ いのでは
ないでしょうか

1375 広島県竹原市本町

男

女 60代

市に行った際，川がきれいなのでよ く整備してある なと思いました。

の川も整備され，カ モ，アヒル，鯉まで川に住める よ うになった。散歩（川の周辺）を
していて動物を 見る と癒しになる 。災害が発生した時は大変ですが，特に上流の大
雨での整備対策を 住民の人との防災など の日ごろの対策も必要だと思います。

1377 広島県広島市安芸区矢野南

女 40代

1378 広島県広島市東区牛田早稲田

男 20代

1379 広島県広島市東区牛田東

女 20代

1380 広島県広島市安佐南区八木

男 50代

1381 広島県広島市南区山城町

男 70歳以上

1382 広島県安芸郡海田町大正町

女 30代

①太田川にて平和マラ ソン ができる までになってほしい ②水量の豊かなイ メージの
川にしてほしい

地域的に離れている のでひんぱんに太田川を 見る ことはできませんが，たまに広島 良好な水質を 保つことと沿川の緑を 増やし，自然と親しめる 憩いのある 場が整備し

太田川やその支川など 水質はきれいになったと思う。下水道が整備されヘドロ 状態
1376 広島県広島市安佐南区長束西

緑がたくさんあり，水辺に人が集う川であってほしいと思います

太田川から遠いせいかあまり身近なものと感じていません。ときど き目にする が，水
質はよ いかもしれないが，川周辺の場所の利用がうまくないと思う
他の河川よ り歩道―アン ダーパスなど が整備されており，多くの市民に利用されてい
る

てある とよ いのではと思います

太田川の水質がベスト１００によ いと聞いてビ ックリ。水道を 毎日使っている ので安
心できる 水を 採りたい。温井ダムもでき渇水対策もできました。汚さない美しい我々の
生活に密接した太田川を みんなで守ってほしい

憩いの場所として利用できる よ うにしてほしい
下流部は親水性を 高める 形とし，上流部は環境重視の整備を 行なってください

上流域，中流域はまだ水がきれいだとは思いますが，下流域は汚れている と思いま 今後は下流域もきれいになる よ うに地元の人たち も協力しながら整備していけばよ
す

いのではないかと思います

戦前私たち こど もは川で泳いだり水遊びなど でき，思い出がある

太田川上流＝植樹を する ，ダムなど の施設 下流=堤防の強化，古船の点検

災害対策として整備していかなければならないのはよ く分かる が，あまりにもコン ク

沿川に手付かずの自然がずっと続くよ うな太田川を 強く望む。直接川に下りて遊べ

リートで塗り固められすぎた場所が多すぎて，昔のよ うに自然な形で残ったところがな る よ うな場所がもっとあってほしい。危険，安全ばかりを 重視しすぎて面白みがない
さすぎ，寂しい気がする 。今の太田川はあまり好きではない

のでは？環境は発展している よ うでトータル的には後退している よ うな感じがする

・名水１００選は単なる ごまかしである 。太田川（可部）に上流よ りトン ネル内を 通し ・昭和初期，全国第二位であってマスの量を 保つこと ・堰が多すぎ意味のない（使
1383 広島県広島市安佐北区真亀

男 30代

た水を 流している ため ・田んぼの水を 流す時期，河川内が農薬だらけになり，水生 えない）魚道の再整備 ・杉林（植林）を 元の山に戻し，保水力を 付ける 特に高瀬
物の奇形が見られる ・中・上流域に原生林がないため山が崩れている

1384 広島県広島市安佐北区亀崎

男 60代

1385 広島県広島市安佐北区亀山南

男 70歳以上

1386 広島県廿日市市新宮

男 20代

1387 広島県広島市南区段原

女 40代

・ペットの糞害を なくし，子ど もが安心して遊べる 河川敷にする ・堤防の除草サイ ク
ルを みじかく

女 30代

い

・上流のほうで結構災害が多いと思います ・大雨で広島市中心部が浸水しないか心 ・水がきれいになり，子ど もが川遊びができたりシジミが多く取れる よ うになってほし
配です

い ・できる だけ災害被害の小さな川に整備してほしい

太田川のお陰で水の豊かな広島 感謝しております

木々で整備しても台無し。そもそも個人のための川でもないのに…見て見ぬ振りを せ
ず行政的に取り締まる べきです。
護岸整備が進み，下流では土木工事は一部残されている のみで，ほとんど 完成に近

1389 広島県広島市西区己斐中

男 60代

い。しかし，水面，水中，川底はほとんど 手付かずで，例えば破損したボートの放置，
使わないカ キ養殖用の竹の支柱など 見苦しい。掃除すべきだ！

1390 広島県広島市中区住吉町

女 50代

1391 広島県広島市南区向洋新町

女 40代

1392 広島県広島市安芸区畑賀

女 40代

1393 広島県広島市安芸区船越

女 30代

1394 広島県廿日市市阿品台

男 60代

1395 広島県廿日市市宮内

女 30代

太田川は広島の顔である 。干潮時の景観に配慮がほしい（石積みの下など ）
毎年同じところが災害にあっている よ うに思われる ので，その辺りを 再整備願いた

全国平均なところでよ く整備されている と思う

家の前にボート，小船の不法係留を してあり，景観が非常に悪い。せっかく土手を
1388 広島県広島市中区吉島西

堰問題とトン ネル水問題は早期に手を 打つべきである

生活上で欠かすことのできない水これからも大切にして，川や海を 汚さないよ う豊か
な水がおいしく飲める よ う努力していきたいと思います
土手の歩道は砂なので，コン クリートや水はけのよ いグラ ン ドにしてほしいです。雨
上がりは悲惨なので
ボートの取り締まり，護岸を 整備しても底や橋の支柱からワイ ヤーとかロ ープ を 取り
付けボートを 係留する ことを 許可すべきではない。ボートも破損すればゴミとなり，
木製の桟橋，発砲スチロ ールの浮きもゴミ同様となる 。今後は掃除業務に重点を 移
してもらいたい

舟等で川を 観光に…と考える なら川辺でもっと花や目を 楽しませる オブ ジェ など で

川辺でボーっとできる ベン チや雨よ けを 作ってください。（ホームレス対策で難しいの

見せる 観光資源にしなければと思います。私自身は川中の魚を 見たり鳥を 見たりと

かな）川の街の自然の素晴らしさを もっとアピ ールしてください。コン サートやオープ

今のままで十分満足しています。

ン カ フェ ばかりが川の魅力ではないと思います

オープ ン カ フェ やイ ベン トにど んど ん利用してほしいです

家族で楽しめる 場所としてど んど ん使ってほしいです

何か災害が起こったときにしか川のことを 考える ことがありませんが，毎日飲む水が 水質がよ いことを 一番望むのですが，これからはよ り景観が良く自然の美しさがよ り
安全においしくいただける よ う，美しい川であってほしいと日々思っています。
大雨や台風が来た時，太田川の水が増水して道路や家が流されていくのを 見たので
危ないと思う

感じられる 川であってほしいと思います
魚がすめる きれいな水であってほしい。大雨や台風で災害が出ないでほしい

少しでも生物が生息できる よ うに，良好な水質を 保ち ，緑を 増やし，スポーツ など が 現状を 維持し，少しでも自然が回復し，健康増進につながる よ うに各自が協力してい
楽しめる よ うにする

きたい

下流域の河川敷利用のオープ ン カ フェ など 楽しいアイ デアだと思う

これからも川と親しめる 場所を 増やしてほしい
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1396 広島県廿日市市宮園

男 60代

広島県のほこりと思っている 放水路の道路にガードレールがなく危険を 感じる

水質保全に努めて水遊びができる 場所を 作ってほしい。下流に橋を かけてほしい

1397 広島県廿日市市阿品

女 50代

昔に比べ放水路ができて市内は洪水がなくなり助かっています

私が子ど ものことは川で泳いでいました。そのよ うな川になる といいですね

1398 広島県廿日市市地御前

女 40代

広島県民にとって一番身近な川で，河岸の整備も活用もよ くされている と思います

1399 広島県廿日市市平良

男 30代

県民と近い距離ではない

身近な場所でありたいと思います

1400 広島県東広島市西条町土与丸

男 70歳以上

広島市内の川（放水路以外）を 年に１度，多くの水を 流し，川底を きれいにして，昔

山，山里の保水力を 高める 。水道水を 使用の方，このままでは大変なことになります

のよ うに泳げる よ うにしたら！

よ ！皆さん，協力しましょう！

1401 広島県広島市東区山根町

男 60代

太田川花火大会がなくなり寂しい。太田川に親しめる イ ベン トがあればいい。でも水
質維持が一番！

1.水としての活用と防災が重点となる べきで，レジャー活用はその次とすべきです。
水源が県北など の広範囲にわたり,水不足もなく感謝しています。

２．一番よ い位置にある 河川敷を ゴルフ場として特定の者にのみ活用させる ことは
言語道断,即刻やめさせる こと。管理者能力を 問う

1402 広島県広島市南区松原町

男 70歳以上

下流域の整備が進んで，かつてのよ うな災害が起こりにくくなり，河岸の緑化整備が
なされ，すばらしい流域環境になっている と思います

地球温暖化のため，大型台風集中豪雨が毎年のよ うにきている 。災害から守る ため
1403 広島県東広島市西条町吉行

女 30代

にも,川周囲の山の整備が重要と思われる 。今の太田川上流の山の整備は充分とは
いえない。開発も進み,森林を 守る 人々も高齢になって充分手入れができていない。
川を 取りまく周囲の自然保全が不十分である

1404 広島県東広島市西条西本町

女 30代

上流,中流域では水はとてもきれいなのに，下流域ではとても汚い

1405 広島県広島市安佐南区長束西

女 70歳以上

今,河川敷は土日のみ利用だが,平日利用も視野に入れてほしい

1406 広島県広島市西区高須

男 40代

・可部以北の上流での洪水対策が充分でない。・川に親しむ機会が少ない

広島県中央部（広島県東広島,江田島その他）の生活用水として，また工業用水,農業
1407 広島県呉市焼山中央

男 60代

用水,水産など 太田川の水は色々なところで使用され,広島の発展は太田川があれば
こそと思う。大切に使用したいと思います

1408 広島県広島市中区大手町

男 60代

1409 広島県豊田郡大崎上島町中野

女 30代

んでした。このことがもっと広く知られ,みんなできれいに保とう,水を 大切に使おうと思
える よ う活動したらいいと思う。

女 50代

1411 広島県広島市西区己斐上

男 70歳以上

1412 広島県広島市東区中山上

男 30代

1413 広島県広島市中区舟入南

男 60代

1414 広島県広島市安佐南区毘沙門台

女 50代

1415 広島県安芸郡府中町八幡

女 40代

1416 広島県山県郡北広島町長笹

男 70歳以上

もゴミの不法投棄や不法係留の船など を なくして，全国に誇れる 清流としてのグレー
ドを 高めていってもらいたいと願っています。
河川敷に公園やレジャー施設を 作る ことが本当に地球環境を 守る ことなのか？一
人一人が考える ことだと思う。水質についても，家庭内からの排水を 減らす工夫が
今から必要だと思う。こういった一人一人が気を つける ことで飲料水の源である 太田
川を 守る ことにつながる と思う。きれいな水が確保でき,災害の起こらない太田川を
望みます。
・自然環境を 壊すことなく私たち の生活を 支えてほしい。・私たち も太田川に感謝して
水質環境や周辺環境を おびやかすことのないよ うにしていきたい
いろんな生き物が住める よ う，もっともっときれいにしてほしいです
中流域での自然と親しめる 場所を 増やしてほしい。（周辺の駐車場やトイ レなど の設
備も含めて）
私は年に2〜3回太田川上流に自然を 楽しみに行きます。上流市町村の人々の努力
で大変きれいな水を 私たち のところまで届けてくれてありがたいと思います。不必要
な林道工事はしないで自然の多い太田川を 行政の人たち と一緒に守りたいと思いま
す

蛇行急流域は崩壊しないよ うに精査し,安全強化対策を 望む
太田川の水が名水100選に選ばれたり多くのところに配給されている ことを 知りませ

1410 広島県東広島市八本松町正力

現状でも他都市からの来広者は一様に美しい河川環境に目を 見張りますが，今後と

川岸も公園としてきれいに使われていてよ いと思う。ゴミも減っている と思う
多角的に活用されている ので温暖化に伴う降水量の異変の程の情報が定かでない
ので，市街地部分の安全については多少ならず気がかりである 。

上流域の山林伐採を 規制し（農業保証）河川,沿岸の水質向上
もっと広く市民が憩い,観光の名所にもなる よ う望みます。でも自然は残してもっと自
然いっぱいにしてほしい
まだまだゴミや不要物がある 。いつ行ってもきれいな太田川にしてほしい
水質の浄化を 更に進めて，水生生物の多種多様な生息が望まれ,水遊び（水泳など ）
も望まれる 程度になればとは思うが（容易なこととは思っていないが）市民の意志も
集めて。

水源,レジャー,憩いの場として,。広島になくてはならないものとなっている と思います。 今後も現在の水質を 維持しておいしい水がずっと飲める よ うにしてほしい
緑いっぱいで今のままを 続けてほしい。水辺のコン サートなど 川岸など の利用を 広
く伝える 。

7つの川の広島。川や橋を 使ったイ ベン トを

川は自然界のもので,人間が便利なよ うに変えて使うのはど うかと思う。きれいで安全 きれいな川で洪水など 災害が起きないよ うに保ってほしい。人間が汚さないよ うにす
に保っていくべきだと思う。

る こと,してはいけないことを 知らせてほしい

広島は太田川がある から水不足にも,また災害でも大丈夫なので安心です。

これからも自然と親しめる 場となればいいです

・漁業組合,建設業界が自由に利用している よ うに思える 。・電力会社も同じであ
る 。・利益優先の川になっている 。

・誰でも自由に魚釣りを してもよ いのではないか（西宗川支流は今でも自由）入漁料
を 取らない。・山林に針葉樹植林しない,広葉樹を 植える ・漬物石ぐ らいは拾っても
いいのではないか・住民が楽しめる 川,癒される 川にしたい
中心部は人々の憩いの場として，それ以外の場所では鳥や魚が集まる 自然を 大切

水辺のオープ ン カ フェ や水辺のコン サートなど があって憩いの場としては充分機能 にした場所になってほしいと思う。私の家の前の川は,今までは毎年カ モが多くいたけ

1417 広島県広島市安佐南区沼田町伴

女 20代

1418 広島県広島市安佐南区伴東

男 50代

まだまだ汚いと思う

みんなが楽しむ場所（スポーツ ,レジャー,釣りなど ）

1419 広島県広島市安佐南区伴東

女 60代

堤防が低い地域がある が，そういう地域を なくすこと

桜並木など ,堤防に強い木々を 植え,市民の憩いの場としてもよ いのでは！

している と思うけど ，中心部以外には余り力を 入れて整備している よ うには思えない ど ,整備を して数が減って少しがっかりしています。2年前はカ モとアヒルが一緒にいま
した。

1420 広島県広島市安佐南区伴東

男 40代

1421 広島県広島市安芸区瀬野西

女 20代

市内の太田川の側道は整地されている が,缶コーヒーの空き缶やペットボトル,ゴミが
散乱している 。
正直なところ広島で生まれ育ったのに,ほとんど 知識がありません。小さな頃（小・中

水の大切さ,水のありがたさなど がしっかり分かる よ うに，もっと公開したものであった

学生）にもう少し学ぶ機会があればと思います。

ほうがよ いと思う。これからも安心して飲める 水であってほしいです。

子ど もたち が釣りや川遊びが気軽にできる くらい，今よ りももっと美しい太田川にし
1422 広島県山県郡北広島町都志見

女 30代

たい。現在の太田川は多くの人々の努力と善意で今の美しい川がある と思う（ゴミ拾
いなど ）

1423 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

女 60代

昔の姿がなくさみしい

1424 広島県山県郡北広島町都志見

男

きれいな水の太田川

1425 広島県広島市中区吉島東

男 30代

1426 広島県安芸郡府中町大須

河川敷を もう少し整備してもらい，釣り場を 増やしてほしい

自然豊かな水辺の太田川に多くの人々が集える 場所になったらいいと思う。例えば
フリーマーケットや川に生息する 魚や虫を 教えてくれたり,人が人と,人が動物と,人が
自然とふれあえる 場所になれたら，もっと優しい都市に，太田川を 中心になっていけ
たらいいと思う。
住民にも努力を させる 行政も努力する ,協力関係を 息長くやる べきでは
コン クリートの壁にしない。水辺に降りる 。車の駐車場（河川敷）にしてほしい。ゴル
フ場はいらない

堤防整備で歩道を 作っている が,あまりにも金を かけすぎなのではないかと感じてい

子ど もたち が水にふれあうことができる 場も作り,大切さを 身を もって勉強させる こと

る。

は重要

男 30代

ゴミが散乱している のが残念。（水はかなりきれいだと思うけど ）

駐車スペースが限られている 。車で入れる 場所が多くなってほしい

1427 広島県広島市中区光南

女 70歳以上

地元の河川として親しみがある

1428 広島県広島市西区己斐上

男 70歳以上

1429 広島県広島市安佐南区上安

男 50代

1430 広島県安芸郡府中町

男 60代

1431 広島県安芸郡府中町本町

男 70歳以上

1432 広島県広島市中区光南

女 30代

1433 広島県安芸郡海田町南昭和町

男 30代

放水路の整備など によ り,河川の悪い面が少なくなったのはよ いが,河川とのふれあ

太田川の電源開発に努力したものとしては困難な問題だが,何か協調していける 方法

いが無くなっている 。

がある のではないかと期待している 。

①生活廃棄物が無防備に投入されている （住民の自覚不足）②治水事業が護岸に
こだわりすぎである 。自然の保水力を 無視した行政となっている 。
山奥に行くと整備が遅れている と思います

自然と調和した整備が進み，子の生活に溶け込んだ太田川を 望みます
川でキャン プ など 遊ぶ場所があれば

・川の中に島・植物があり危険である 。・川岸（河川敷）の利用が特定会員化して一
般市民に利用困難。特殊グループ 化,高料金。・泳ぐ 場所（整備したところ）がない

上記の解消

川沿いには緑が多く,マラ ソン やジョ ギン グしている 人もたくさんいて,私はよ いと思

これ以上川が汚くならないことを 望みます。カ ニなど もたくさんいて，子供たち は喜ん

います

でいる ので，このまま川が汚れないことを 望みます。
過去には太田川では水運が盛んであったと聞いています。水量や堰の問題はありま

・渇水にも水害にも強い川・大都市を 流れている 割にはきれいな川

すが,太田川の水運を 復活させれば,効率のよ い交通・輸送機関のひとつとなる ので
はないかと思います。ひいてはＣｏ２対策にもつながる のではないでしょうか。

1434 広島県広島市中区堺町

男 70歳以上

洪水が来ても堤防が壊れないよ うに

堤防について小さいところから気がづいたら早めに整備する こと
多くの生物の生息を 助けたり,川や自然と親しめる 場を 多くする ためにも,堤防の強化,

1435 広島県佐伯区湯来町下

男 60代

魚が年々少なくなっており,川底の汚れが目立つ。川床の掘り起こしや掘り下げが必

草取り,川の中の土砂の掘り起こしや取り除き,水量の意図的な放出,川の中の葦や草

要

など の整理整頓が必要。そのためには地域住民とのタイ アップ や一体となった美化
活動が必要

東広島に移る 前は中広に住んでいた。太田川は近くにあったが，休日に使える ,使い 子ど もや家族が無償で楽しめる ,遊べる ,自然と人間が共存できる 場にしていただきた

1436 広島県東広島市西条御条町

男 30代

たいと思ったことがなかった。

い。水の美しさでその土地に住みたいかが決まる と思う。

1437 広島県東広島市西条町郷曽

男 70歳以上

用途,利用,環境はほぼ満足できる 状態にある と思う。

流域住民が水遊びや水泳できる よ うに環境整備が一層進めばよ い

1438 広島県広島市安佐北区真亀

男 60代

上・中流域でカ ヌ ーなど 水遊びのできる 施設がほしい

自然災害が発生しないよ う,日ごろの対策を 考えてほしい

1439 広島県広島市西区観音町

女 70歳以上

瀬野川と比べて水鳥が少なく感じる

水のきれいな太田川に

1440 広島県広島市安佐北区落合

男 40代

1441 広島県東広島市西条町下三永

女 50代

川幅が広いところと狭いところが極端である と思う。また,それに伴い氾濫する ところ
が発生している
ゴミなど が少なくなってきている よ うに感じています。不要なボートなど がなくなり,川
がとても広く感じます。

35/76

ところど ころではなくもっと子ど もたち が危険なく川遊びができる よ うな川を 望む
市民が集える 場としてほしいです。

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

1442 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 30代

1443 広島県東広島市河内町

男 60代

1444 広島県広島市西区己斐本町

女 20歳未満

問４

問５

最近は川の周辺はきれいに整備されている と思うが，川の水はあまりきれいとは思

す。

環境について,ごみなど が多くあり,あまりきれいでないと感じている

さらに水質の向上とゴミ（缶,ビ ニールなど ）の少ない川にしていきたい

犬の散歩を する 人のマナーが悪い。フン を そのままにしたり,川に流す人もいる 。そ 今よ り水がきれいになって自然と親しめる 場所が増えたらいいなあと思います。ベン
れにリードを つけていない人も見る 。

チを 置いてほしい。

100万都市の河川として,堀込河道の考え方を 広く生かし,基町環境護岸を 整備した頃
1445 広島県広島市西区古江西町

男 50代

の心意気で河川整備を されたい。水質の向上を ,広島の母なる 川としてよ り清く美しい
川づくりを

1446 広島県広島市西区庚午北

男 70歳以上

災害対策の強化,川を きれいにする よ うゴミ拾いなど のイ ベン トを 多くしてほしいで

えません。

もう少し河川水が増えればよ いと思う。ダム建設も必要だが,干潮時のヘドロ は見苦し
い

よ く管理されている と思います。ボートなど の撤去も進められている よ うですが，こう 戦前に太田川舟くだりが盛んでした。河中から見る 太田川の状況が魅力でしたが,こ
した不法使用など について対応を 進めて美しい太田川を 保ってください

のよ うなことができる 川にならないかと思います

広島にずっと住んでいて,太田川というものは当たり前のよ うに存在してとても身近な 子ど もが小さいせいか，夏は海よ り浅い川で遊ばせたい！と強く思うよ うになったの
1447 広島県広島市西区庚午中

女 30代

川です。きれいだなあと感じる 場所とあまりにも汚いと感じる 場所とさも大きいので,一 ですが，車が置けてトイ レもある 場所となる となかなかありません。海水はべたべた
人一人もっと川の水に関心を 持つべきだと思います。川にゴミを 捨ててある とがっか する ので,私は川がすきなのですが…。ど こかにいい場所があればなあと思っていま
す。

りします。
1448 広島県広島市南区丹那町

女 20代

1449 広島県広島市安佐南区相田

男 70歳以上

家族で遊べそうだとは思うが,車が停められないところが多い。土井沿いで「落ち たら
死ぬな」と思うことがある 。
・緑と川,水辺のコン トラ ストのすばらしさを 「ひろしま」の観光産業再生のヒン トとす
る 施策を 望む。・美しい水辺を 野外活動の場として学校教育に活かし，自然とのふれ
あいを 通じ情操教育の一環とする 。

1450 広島県広島市東区尾長西

男 50代

1451 広島県広島市安佐南区西原

女 30代

1452 広島県広島市安佐南区高取北

女 60代

1453 広島県広島市安佐南区長束

女 60代

・災害に弱い ・汚れてきている

車で行っても気軽に立ち 寄れる よ う,駐車スペースを 作ってほしい

まずは,地域住民に対して,太田川のすばらしい環境とラ イ フラ イ ン 供与に大きく益し
ている ことを 周知させる ことによ り，官・民・産が協力して環境整備に注力する
①災害がおきにくい ②きれいな川 にしてもらいたい

こいのぼり（こど もの日に向けて）は季節感もあり，目で見て楽しいし和む感じがしま
す
大切な飲み水,安全で安心な水道水の太田川の環境を 一人一人が考えないといけな
いと思います

災害に備えての整備。一人一人がゴミのないきれいな川になる よ う意識を 持つ
太田川を これからも大事にしてほしいです

現在太田川放水路の土手は歩道,自転車道であり,朝夕ウォ ーキン グする 人もかなり
多くある が，木陰となる よ うな樹木は一本もなく,目に見える 水,緑はいっぱいある の
に残念に思う。木漏れ日の中のウォ ーキン グできれば年を とってもできそう。

①上流での砂採取はよ いが,集めた砂が大水によ り下流に流されふち が埋まり,また，
1454 広島県広島市安佐南区伴東

男 60代

川の流れが変わったりする ため業者が集めた砂類を 下流に流さないよ う責任を 持た
せ,自然を 守る よ う努められたし。 ②色々な工事の濁り水を 流しており,検討し濁り水
を 流さないこと

女 40代

よ って河岸が壊れてしまったところの改修にコン クリートで強固な整備は仕方ないの
かもしれませんが,少しずつ自然が壊れている と寂しく思っています

1456 広島県広島市安佐南区東野

女 60代

環境がよ くない。土・日曜日くらい車が使用できる よ うになる とよ いと思う

1457 広島県三次市向江田町

男 30代

何も感じません

1458 広島県広島市安佐南区八木

女 50代

1459 広島県広島市安佐北区あさひが丘

女 50代

はあまりにも自然を 破壊している ②太田川を 変にしないため,国道のトン ネルを 増
やすことによ り環境も保たれ,住民も広島が近くになり（早く）よ いと考える （別件？）
山からの土砂で国道が通れなくなっている 。カ ベの対策は一時的なもので反対で
す。

自然が残り,たくさんの魚や鳥たち がたくさん生息できる 場所も多くある 中で,災害に
1455 広島県広島市安佐南区中須

①昔のよ うに急流（瀬）には名称があったが少しでも残すよ うな取り組みが必要。今

人はきっとこれまでもうまく太田川と付き合ってきたのだと思うので，自然を あまり人工
的にしてしまうのではなく，もう一度昔の状態を 思い起こし,一人一人の災害に対する
備えを 強化していくほうが美しい太田川が残していける のではないか（公園など として
整備する 必要がある のでしょうが・・・）と思います。

水難事故ゼロ になってほしいです

自然と融合していて好きです。いつも車で通っておりますが,緑があり季節を 感じてい
ます。春はツ クシ採りしたりしています

広島の7つの川がありますが，日本のベニスを 目指したらど うでしょうか

広島に住み着いてはや32年になります。いままで何の関心もなく過ごしてきましたが, 主人と「古川せせらぎ公園」周辺を 時々散歩しています。利用人の一人としてマナー
このチラ シで太田川のことを 知り，色々と勉強になりました。広島に誇れる 太田川で を 守って,いつまでも美しい太田川を 願っています。関係者の人たち の努力,大変だろ
うと思います。積極的に参加したいものです。

ありたいと思う。
1460 広島県山県郡北広島町阿坂

女 60代

1461 広島県山県郡安芸太田町土居

女 30代

1462 広島県廿日市市阿品台

1463 広島県東広島市黒瀬町

男 60代

女 20代

山間地区は大雨ごとに田,川が流される 被害にあっても修理費にど うして差がある の
か,これこそ公費でする こと。
きれいな川とは思えない。よ くゴミ等落ち ている 。川はゴミ箱ではないのに…

災害対策が不十分である 。公平にしてもらいたい
透き通った川になってほしい（底が見える よ うに）ゴミがなく季節になる とホタルがたく
さん飛ぶよ うな川（街中でも）

川床の砂を 撤去する よ うな場面を 見たことがない。ど のよ うな取り組みがされている 堤防の護岸工事はできる だけコン クリートで固める のではなく,自然を 残せる よ うな
のか知りたい

工夫を してほしい

地震や台風など で天災はいつ起こる かわかりません。いつも災害が起こった後で

・防災面を 強化する 。 ・水辺では自然がまだたくさん残っている ので,地域の方だけ

「こうすればよ かった」など 出てくる が，もっと事前に防ぐ 対策が必要だと思います。 でなく遠方からも太田川のよ さを 知ってもらい，集える 場所にしてほしいです。今よ り
もっと自然豊かな太田川になる よ う対策を よ ろしくお願いいたします

災害対策が今一番必要だと思います。

水害にならない安全な川であってほしいですが,私は遠方なので太田川の方面には行
1464 広島県東広島市黒瀬町

女 60代

呉市,江田島市方面までとは知りませんでしたが,今も供給されている のですか？

く機会があまりないので，ただ安全を お祈りする よ り他ござ いません。いつもおいし
い水ありがとうござ います。

1465 広島県広島市安佐南区伴南

女 30代

1466 広島県安芸郡熊野町川角

男 60代

1467 広島県安芸郡熊野町呉地

男 50代

1468 広島県広島市安芸区矢野町

女 30代

中流域の緑地の整備を もう少しして,公園を 作ったりボール遊びができる よ うにネット 水質のよ いところでは子ど もたち も釣りや水浴が安心してできる よ うにしてくれたらよ
を 張って川に落ち ないよ うにしたらいいのになーと思います。

大雨や大潮が重なった条件下においては充分な堤防機能を 有していなく,市内の広域 ・上記対応のためにダムの施設,堤防を 高く,かつ強化する 必要がある ・一方では水
において浸水被害を 与える 恐れがある

辺の賑わいの場,スポーツ （ジョ ギン グ）が楽しめる 場の整備が必要

スポーツ グラ ン ドやゴルフ場があり，また子ど もたち のためにお父さんとともにジョ
ギン グができ,遊ぶことができる ことがいいと思います。
自然災害が過去に多く発生している ので,経験した人はそれがトラ ウマになっていて
不安だと思います。記憶は消すことができないけど ,災害が来ても被害が最小限で収
まる よ う,事前に整備できている といいです。

1469 広島県安芸郡坂町横浜中央

女 30代

1470 広島県広島市安芸区中野

女 20歳未満

いと思います。太田川ゴルフ場のよ うに芝生にして公園を 造ったらど うでしょうか？

太田川はとても広くて長いというイ メージがあります。広島は水の町でも在る ので,き
れいな水質を ずっと保っていくことが大切です。
水がとても汚れておりとても嫌な気持ち

このままでよ いのではないですか。欲を 言えばきりがないと思います。

名水100選に選ばれる くらい，おいしいのだからさらにおいしくなる よ う努力を 重ね
てほしいです。
太田川に人が集まる 場所として色々イ ベン トを してほしいです
ポイ 捨てなど を 止め,川の水を きれいにしてほしい

旧市内に住んでいる 時は,通勤やレジャーに行く時,河の近くの道路を 通る ので「川に アン ケートでも答えていますが,必要以上に人工物を 作りすぎずに自然と親しめる 場
1471 広島県山県郡北広島町筏津

女 40代

目を やる 」ことが多く，身近に感じていました。でも,今は県北に住んでいる ので,以前
ど の川の風景を 流してもらえればうれしいです。太田川流域は広いのですから。
江の川の上流部に比べて可部など の中流域のほうが,はる かにきれいです。太田川

1472 広島県東広島市黒瀬町

女 40代

がいいと思います。主役はあくまで「自然の川」人間はその自然を 少し使わせてもら

ほど 太田川を 身近に感じなくなりました。ロ ーカ ルニュースでは必ず季節の移ろいな う。いつのまにか生物が住みつき，草花が育つよ うな環境が後に人間にととってもよ

周辺は上下水道の整備が整っている からだと思います。安芸太田のダムなど は要ら
ないのでしょうか？

1473 広島県安芸高田市吉田町長屋

男 40代

大変きれいでアユを 釣ってます！

1474 広島県東広島市高屋町小谷

男 50代

汽水域の透明度がよ くない

いことなのでは？

子ど もたち が親子でで安全に遊べる 河川になったらいいと思います（川ガニ復活！）
黒瀬川では遊ぶ子は皆無です
子ど もたち が身近に感じられる よ うな川になってほしいです！
・汽水域はもっと観光発展のための整備を ・中・上流域は水質保全努力,子ど もた
ち の水遊び場の増設など

私は実家が中流域にあります。川の少ない地域に嫁ぎ,太田川のすばらしさを 感じる できる ことからよ りよ い環境となっていくことを 望んでいます。災害時は恐ろしく思う
1475 広島県東広島市志和町奥屋

女 30代

とともに,洪水がきたら…と不安になる こともあります。なかなか費用もかかり大変だと 水辺も本当に心安らぐ 憩いの場です。離れて改めて感じる こともあります。私たち の
思いますが，川の中の樹木の伐採は特に希望しています

1476 広島県東広島市八本松町飯田

1477 広島県東広島市安芸津町

1478 広島県広島市安芸区中野東
1479 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 50代

男 60代

女 30代
女 50代

すばらしい太田川がよ り発展していけたらと思います。
特に下流域の川底を 深く掘り,災害時に備え,安心して水辺に人が集まり楽しむことが
できたらいいと思います

広島広域の水源として不動の重責を 果たしている 。上浄水を 存分に供給してくれてい
る ので，「水の恵み」度は日本有数（日本一？）の位置にある のではないか

広島都市圏への人口集中は暫増していくものと思われる 。引き続いて治水対策は推
進していただくとして,①品質面で安心できる 水を 家庭へ②資源面で安心できる 量を 企
業へ,安定的に供給願いたい

オープ ン カ フェ など できて,都会的でとてもよ いと思います。ただ,今回の台風4号など 災害に負けない補強。オープ ン カ フェ のよ うな自然とふれあえる たくさんの憩いの
の強い雨・風に対応できる 体制は？

場所がある とよ いと思います

きれいになったと思うが,目に付かないところではごみなど がある ところがある ので,目
に付かない小さな川もきれいにしてください
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私たち の飲み水だと安心して言える 太田川としてください

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

私が幼かった頃とは生態系が変わってきている 。ブ ラ ックバスや環境によ る ものか?
1480 広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台

女 30代

ウナギ,ヤマメ，アマゴ,アユ…なかなか釣れない。悲しいです。やはり森林を 整備すべ
きと思う

1481 広島県広島市安佐北区可部町上町屋

男 20歳未満

田舎の若者は山の仕事ができない人が多い。なので，山がど んど ん荒れていく。雑
木林ならよ いが，植林の場合定期的な手入れが必要だが，それができていない。税
金を 投入して人員を 確保して森林を 整備しないとよ い川，海にはならない。このまま
では地すべり，土砂崩れは止まらない

現在の太田川は整備されて「作られた川」のよ うに感じます。また，河原にはたくさん
のゴミが落ち ていて美しい川という認識はありません。
確かに清流となっている 感じだが，場所によ っては釣りができてカ ヌ ー遊びができる

もっと緑を 多くして自然を 感じさせる よ うな川にしてほしいです。また，昔のよ うに上
流から下流へ下る イ ベン トを 開催して多くの人に太田川に関心を 持ってもらいたい
です。

1482 広島県広島市安佐南区

男 50代

1483 広島県広島市東区上温品

男 40代

感じている 。

水の豊かなところである よ うに

1484 広島県広島市東区牛田東

女 20代

とてもきれいで水質もよ く，広島の自慢の川だと思います

このまま，今の太田川であってほしいです

1485 広島県広島市南区比治山本町

男 50代

水は有限のものである という意識が薄れてきている よ うに思われる

い，連携して行なってほしいし，住民との交流が充分に行なわれなければならないと

1486 広島県広島市東区牛田新町

男 50代

まだ汚い

私が子ど もの頃（50年前）のよ うな川を 取り戻せたらすばらしいことだと思います

1487 広島県広島市南区

男 30代

市内派川の水質・景観がもう少しよ くならないかと思っている 。特に川底の部分

日本を 代表する 美しい川になればよ い

よ うになる ことを 期待する

可部辺りから川下ができる よ うになれば面白いと思う

自然を 守りながら人も充分に楽しめ，また充分に利用可能な川であり続ける よ うにと 上流部では動物もいて，中流部では魚が多くいて，下流部では人も楽しめる ，流れる

もっと源流域に着眼し，保水能力のある 森を 取り戻すべきだ。他者との垣根を 取り払
思う

３年位前，南区で半日停電になり，とても困りました。そのときは夫婦２人でしたが，今
1488 広島県広島市南区青崎

女 20代

日本名水１００選に選ばれたことにびっくりしました。田舎育ち の私には市の水はお

は子ど もも２人，しかも一人はまだ乳児です。もし水が出なくなったらと思うと怖いです

いしくないイ メージだったので。これからも維持していってほしいです。

が，水を ストックする など もしてません。水質を 維持しながら供給に応える のは大変
なことだと思います。市民に何が協力できる のか，あればしっかり伝えてほしいです。

1489 広島県広島市南区皆実町

男 40代

1490 広島県広島市南区旭

女 40代

あって，何これひど い!と思いました。そして，ど の川に行ってもゴミが投げ捨ててあっ が見える 川，植物の育つ川にしたいと思います。「ゴミを 拾う犬モモコ」のよ うな活動
たり，自転車まで捨てられていた。

ができたらいいなと思います。

1491 広島県広島市東区戸坂南

男 70歳以上

今後とも整備進めてください

住民の「ふる さと」となる 川にしてほしい

1492 広島県安芸郡府中町鶴江

女 30代

1493 広島県広島市中区光南

上流はきれいだけど 下流が汚い。佐伯区の下流で大量の泡を 流している 施設が

昔は川で水遊びを しておりました。これからはゴミの投げ捨てを せず，澄んだ水，魚

下流域はきれいな川という感じじゃない。ど この川でも上流の方がきれいなのは普通 下流域のオープ ン カ フェ が私の周りで好評なので，こういう飲食施設が増えたらい
だが，人がたくさん集まる 下流域こそ，水質美化対策を したほうがいいと思う。

いと思います。

女 40代

身近な川なのに知らないことが多かったです

子ど もたち の子ど もの代までずっときれいな親しめる 川であってほしいです

1494 広島県広島市佐伯区三筋

男 20代

せっかく身近に川がある のにふれあいがいまいち ない気がする 。

で信号待ち を しなければならないので，橋の下を ノン ストップ でいける よ うにしては

1495 広島県広島市安芸区上瀬野南

女 60代

今のままで十分である が，もう少し整備してほしい

もっとよ くしてほしい

広い目で見て，地球環境のためにも自転車道の整備を 。今の自転車道は橋の部分
ど うか？

・まず治水整備で安全な川（温暖化，集中豪雨，台風の大型化など 将来が不安） ・
1496 広島県広島市安佐南区緑井

男 40代

1497 広島県広島市東区温品

・上流域での洪水 ・中流域（古川を 除き）に親しめる ところが少ない ・水辺が危険 ど ういう状態であり，何が必要なのか，市民・県民にアピ ールし，必要な財源が人々
なイ メージ

の意識を ひきつける ・子ど もの遊べる 川にする ・堤防を 道路として活用，道路，

男 40代

以前に比べ，水質がよ くなったと思う

・更に水質がよ くなる こと ・災害に強い太田川である こと

1498 広島県広島市東区牛田旭

女 20歳未満

広島の中心の川として大きな活躍を している と思います

水遊びができる 場所を 増やして子ど もたち が安心して水と遊べる 川にしてほしい

1499 広島県広島市中区加古町

女 30代

イ メージはとても水がきれいなイ メージがあった

遊歩道，堤防強化を 同時に行なう

せっかくの川に恵まれとてもきれいな街・広島であってほしい。もっと，平和公園を 中
心に市民，観光客が水辺で楽しめる よ うになればよ いと思う。川の中に「噴水」があ
る とか…とても素敵だと思います
太田川上流域では台風のたび多くの家屋，田畑が流出し，犠牲者が続出していました 私ど も子ど もの頃には猿猴川上流栄橋付近で夏休みになる と朝から友人と楽しく水
1500 広島県安芸郡府中町城ヶ丘

1501 広島県広島市西区高須台
1502 広島県広島市西区新庄町

男 70歳以上

女 40代
女 50代

が，膨大な費用，年月を かけ完成した太田川です。感謝の念でいっぱいです。現在

泳など していました。橋上よ り（ラ ムネ）にて飛込みを したり思い出がたくさんありま

でもいたる ところで改修，補修と大変ですね。今後とも広島市民のため尽力いただき

す。このよ うに身近な川でも泳げる よ うな水質良好な川にしていただきたい。もう無

ますよ う願っています

理かな!!

護岸や水辺，中州の整備はかなり進んで，水のある 暮らしに親しみやすくなってきて 災害時にはもっと災害に強く，平常時には豊かな水のある 暮らしが満喫できる よ うな
いる よ うに感じる

環境整備。あと水質の保全活動も引き続きお願いしたい

一級河川として大切に維持も大切ですが，その「水の一滴」の大切さ，「歴史」を つた 川とともに発展してきた広島市です。平和は大切，原爆が広島の顔ではありません。
える 学校，地域そろって参加できる 企画など は？

私の幼少時代には柳瀬（安佐北区）あたりでまだ泳ぐ こともあったと記憶しています。
1503 広島県広島市安佐南区古市

女 30代

清流の一つといわれている 太田川ですが，アユの生息の減少など のニュースも聞き
ますしやはり水質低下を 感じる この頃です

1504 広島県広島市安佐南区毘沙門台

1505 広島県広島市安佐南区中須

女 40代

男 50代

女 20代

やはり市民県民の憩いの場として，美しい流れを 取り戻していくべき。もち ろんそのた
めには我々の意識改革はもち ろんです。台所にたつ時間の長い私もその責任を 感
じます。子ど もたち もプ ールで遊ぶだけでなく，やはり自然の恵みに触れて広島の太
田川を 肌で感じてこそ，また大切にしよ う，と思うのではないかと思います

広島の比較的おいしい水といわれる 所以は，太田川のお陰が大きいと思うので，長
所を 維持してゆかなければ，と感じます。

問１-２の回答の３に「川床を 更に掘る 」とありますが，掘った後の砂は陸に戻した
り，海に埋める のでしょうか？地球温暖化と重なり，ますます海抜が上がりはしないか
と，ふと思いました

古川の川べりで多くのアユとかもたち を 見ながら川とともに住んでいます。島の人た
ち に水を 送れる ，飲める 水も太田川のすばらしさ！いつまでも大切に！
以前テレビ で見たのですが，台風など の災害で上流から下流への大量の土砂が流

1506 広島県廿日市市串戸

もっと将来に向かって「広島の水」を 共存したら！２１世紀らしく…

れ，下流の床に大量にたまり，船の底にあたったりして困っていらっしゃいました。下
流に流れ込んだ土砂は整備できないものでしょうか？たまる 一方では川の役目を 果
たせなくなる のではないかと心配です。

今よ りもまして，きれいで太田川を 頼りにしている 人に幸せを 与える よ うに願ってい
ます！よ りきれいで，日本一の清流太田川に！
私は田舎育ち なので，よ く川で遊んでました。水が冷たくて気持ち よ くって，時々魚釣
りしたりして，きれいで浅いところがあったりしたから，安心して遊べていたと思いま
す。大人になった今，同じ川で遊んでみたいとは思えません。水が汚れてしまってい
る イ メージがある から…きれいな川と生き物とのふれあい，自分の子ど もたち にも
伝えてやりたい場所があれば嬉しいです

川で楽しんだり，川に沿って何かってこともなく，車で橋を 渡る だけ。橋の名前を 見た ＴＶや雑誌など ，広島紹介でど んど ん太田川を 取り上げ，身近な大切な川である と知
1507 広島県廿日市市宮園上

1508 広島県広島市佐伯区利松
1509 広島県山県郡北広島町吉木

女 40代

男 20代
男 60代

1510 広島県呉市広本町

女 60代

1511 広島県広島市安佐北区口田

女 30代

り，川の看板を 見る だけです。もっと太田川について，自分が知らないといけないと らせてほしい。みんなの意識の中に太田川があり，広島の紹介など で大きく取り上げ
思いました。平和公園辺りしか知らないので，もっと知りたい。

られる ほど の川になって，みんなから愛されてほしい。私も知りたい

上流域の整備がされていない。すばやい整備が行なわれないから，水内川のよ う

広島を 代表する 川として，自然を 保ち つつ豊かな生活を もたらす美しい川であって

な，国道が落ち ，生活に支障が出る

ほしい

上流が過疎になりつつあります。太田川を 守る ための清掃など 上流へ予算を 注いで 水辺の賑わい，憩いの場を 市内ばかりでなく，支流など 中山間地帯にも作ってほし
市内の人たち が安心して使える 水にする べき
オープ ン カ フェ ができ，とてもすばらしいと思います

シジミやアユつりもできる ，きれいな川なのだから，もっと市民が親しんで楽しめる よ
うな利用があまりできていないよ うに思います。

い。太田川クリーン 作戦にも協力しています
オープ ン カ フェ のＰＲを 更に行い，雁木タクシーとともに観光の要素になればと思い
ます
我が家は平成十七年の台風によ り，浸水被害を 受けました。知水門のポン プ など の
能力不足や浸水しそうなときの早めの避難誘導を してほしい！消防や太田川河川事
務所など の対応が遅すぎる ！早くしてほしいです。今年の秋も非常に不安です。

増水被害で橋の支柱に流木など が引っかかっていて見苦しく危険を 感じる 。早く撤去 川辺は色々な人が楽しむ場だと思います。楽しみ方も色々ある と思います。それぞれ
1512 広島県広島市安佐北区口田南

男 30代

してほしい。筒瀬橋の早急な復旧も願う。流砂や削れた部分を しっかりと整備する の の目的別に楽しめる 場を 整備して，緑も笑顔も豊かになれる 太田川でありますよ う
に

も必要だと思う
せせらぎ公園…このよ うなところを 増やせないか。小学校にプ ールのない時期，川
1513 広島県広島市安佐北区口田

男 70歳以上

の浅瀬に「飛び込み台」があって，泳ぐ ことができた。昔の太田川に戻すことができ
ないでしょうか。植林（山の整備），農薬の利用制限など …

大都市でこれだけの清流がある のは広島市だけだと思います。・山林・上流の整備
・市民のモラ ル向上 ・モーターボートなど の制限 ・広島駅前大橋あたりの整備

上流部はきれいな水だと思うが，下流はど うであろうか。下流まできれいにならなくて 一人一人が「美しい川」を 目指す気持ち を 持ち ，川を 大切に思う心を 子ど もの頃か
1514 広島県広島市佐伯区石内南

女 30代

は海もきれいにならない。広島の川は多いが「美しい川」というイ メージはあまりもた ら持つ必要がある と思う。そういう中から自然を 学び，災害についての備えなど も芽
れていないと思う。

生えてくる のではないだろうか

1515 広島県広島市安佐北区可部

女 40代

人々の生活の身近な存在として根付いている と思います

よ り安心・安全な人々の癒しの存在であり続ける ことを 願っています

３０余年前は高瀬堰のあたりでは普通に泳いで（小学校の水泳教室など ）いたし，川
1516 広島県広島市安佐北区落合南

男 50代

もきれいでエビ やカ ニや魚もたくさんいたが，護岸工事や堰のせいで川底にはヘド
ロ がたまり汚くなった。コン クリートではなくて自然の石や草を 増して自然のろ過する
力を もっと使えばよ い

1517 広島県広島市安佐北区真亀

女 50代

とても川の多くきれいな水の太田川に満足しています
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昔のよ うに（３０〜４０年前）川で釣りを したり泳いだり，川底まで透明な川に戻ればよ
い。いつでも誰でも気軽に無料で釣りができる 川になればいい。お金を 取る くらいな
らみんなの川なのに勝手にアユなど 放流する なと思う
もっともっときれいな水を 目指してください

Ｎｏ ．
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性
別

年
齢

問４

問５

上流では滝もあり，紅葉も見る ことができ，中流では公園など の子ど もの遊び場もあ
1518 広島県広島市安佐北区深川

女 30代

り，下流ではボート競技など 四季を 通して川で遊び，学びできる のはすばらしい。広 今まで以上に水質，周辺の環境など ，自然豊かな太田川である ことを 望みます
島は原爆で水を 求めた人たち のことも考えながらきれいな水を 絶やさずいてほしい

1519 広島県広島市安佐北区上深川町
1520 広島県広島市安佐南区川内

男 50代
女 40代

中流域が人工的に感じられる よ うに思えます。もう少し自然を 感じられる よ うにして 中流域を 上流域とまではいかなくても，自然を 感じられる よ う水質，周辺の環境整備
ほしい

に努めていただきたい

河川敷の有効利用（その周辺）市内太田川近郊にも瀬野川公園のよ うな公園がほし 水質の保全，環境の保全，ブ ラ ックバスなど の排除を して，昔からの生態系の維持
い

努力

1521 広島県広島市安佐北区口田

男 60代

浸水する 恐れがある 箇所が広域にわたっている のに驚いた

1522 広島県広島市南区仁保

女 20歳未満

都会のオアシスとして重要な役割を 果たしている と思います

1523 広島県広島市南区東雲本町

男 70歳以上

身近な存在としての意識の薄いことを 反省している

1524 広島県広島市南区山城町

女 40代

1525 広島県広島市南区宇品東

男 50代

1526 広島県広島市佐伯区五日市町下河内

男 70歳以上

1527 広島県広島市安佐南区長束

女 50代

何と言っても沿川に桜並木を 延長してほしい。せめて安佐大橋あたりまで。西の弘前
公園を 目指して！浸水する 恐れがある 箇所は工事と平行して
オープ ン カ フェ のよ うに気軽に誰でも利用できる 設備になればと思います
もっともっと市民生活に生かされる ことを 望む。ヒロ シマにとって大切な存在なのだか
ら

私たち の大切な生活に必要な水…広島は特に川の町なので，きれいなままで子ど も 異常気象とか何がおきてもおかしくないよ うな感じですが，災害に強い街となる よ う，
たち ，孫の世代に引き継がねば！と思ってます
親戚がカ キ養殖を しています。安全で豊かな自然の恵みを 育んだ栄養たっぷりの水
を 供給する よ うに頑張っています
現在以上の水質にする 。各個人がゴミを 流さない。川を 使用する 人はゴミを 持ち 帰
る こと

川を 活かして街づくりを してもらいたいです
自然と人間が共生できる よ い関係である ことを 望みます
砂防ダムの増設。急傾斜地の補強整備

よ く治水されている と思います。散歩道としても最適です。堤防の強度とも関係する と ここ数年水質が改善されている と八木用水でも感じています。見かける 鳥の種類が
思いますが，土手に桜など の木があればもっと嬉しいです。植林できないものでしょ ぐ っと増えました。また魚も数量が増えました。野生の生き物は環境に敏感なものだと
痛感します。（カ ニもたくさん，わりにザリガニ，おたまじゃくしが見当たりません）

うか

太田川の水は多用途に使われ大切な水源である ことは分かる が，多雨時にいつも
1528 広島県広島市西区己斐上

男 70歳以上

太田川の水は発電に有効に利用されている ことは好ましいことである が，渇水時期
には一定量の水を ダムから必ず放流し，川の生態系を 守る 必要

ダムの水を 放水し太田川下流の水嵩を 上げている が，ダムに頼る 洪水調節には限
界があり，流域内に多くある 自然林，とくに水田（多くあり）は自然の大きなダムであ
り，これらの整備によ り広い面積で水を 留める ことが必要である 。山林，水田は荒
廃している 。これらを 保護する 人たち の早期育成を ！

1529 広島県広島市東区中山新町

女 40代

1530 広島県広島市中区光南

女 40代

1531 広島県広島市南区東雲

女 60代

1532 広島県安芸高田市甲田町浅塚

男 50代

1533 広島県広島市安佐南区川内

男 40代

1534 広島県安芸高田市向原町戸島

男 70歳以上

1535 広島県広島市東区牛田東

女 30代

1536 広島県広島市西区南観音

男 70歳以上

あまり美しいというイ メージではないので，良好は水質を 保っている とは思えない

今のままでよ い

やはり安心して使える 水である ことが一番大事だと思う。そのために汚くしない努力が
市民一人一人に意識してもらうことが重要だと思う
清潔で緑があって市民が憩える 川であってほしい

河岸など があまり整備されていない。汚れている 。自然護岸が少ない。川として親し
みにくい
川の水量が少なく，川を 見ても水の青さが感じられないのが寂しい気がします

広島市の川として誇りがもてる きれいな川にしてほしい
水辺の整備で公園や樹木を 新設し，美観のよ い太田川を 望みます

比較的軽費な川床の整備（樹木など ）や投棄物の撤去，監視など に力点を 今以上に 数箇所（概ね１０ｋｍ）に地域の提案（計画）を 元に，川公園を 整備し，周辺の草刈を
置いていただきたい。県内の中小河川（１級）に共通する ことと存じます

含め管理を その地域に任す構想はいかがでしょう

川岸にゴミが多く散乱していて残念です

世界に誇れる よ うな川

私が子ど もの頃（昭和１４年ごろ）堤防決壊で庚午，草津，高須が人の丈くらい水に
つかったことがある が，南観音が１．６ｍの親水でイ メージ写真のよ うになる かと思
うと大変怖い
中・上流域については自然を 活かした護岸整備と周囲の地域（旧学校校舎の利用）

台風と大潮とが重なる ことも考えてイ メージ写真のよ うにならないよ うに対策を 考え
て早く工事を してほしい（可能な限り協力する つもり）
梅雨時期，台風時には洪水ですぐ 越水する 区間があり，整備してほしい。河川区域

1537 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 60代

1538 広島県東広島市八本松町正力

男 50代

1539 広島県広島市東区中山南

男 30代

1540 広島県呉市中通

女 50代

多くの人が関心を 持ち ，環境を 整備し，有効に使用しよ うと心がけている と思う

1541 広島県広島市安佐南区八木

男 20歳未満

ゴミのポイ 捨てが目立つ

ゴミがなくて生き物が育ち やすいきれいな川

1542 広島県広島市安佐南区八木

女 60代

太田川大好きです。いつも接している のは限られた地域だけですが，今回のよ うな

ゴミのない太田川。増水の後雑木にかかっている ビ ニールゴミは見苦しい。玖村か

1543 広島県広島市安佐南区川内

女 30代

1544 広島県広島市安佐南区西原

男 50代

にあった遊び場など を 整備し，太田川に親しむ環境にする こと

いと思う

ら八木に向けて橋がかかったらいい

何日も雨が降る と川の流れが速く大丈夫?と思います。結構満足しています

このまま水のきれいな川で。いつまでも土手も子ど もたち が遊べる よ うに

乱している のが現状です。これからは水質はもち ろんだが，川近辺の清掃を 我々も
含め自治体でも心がけていただきたいと思っています
広島の一級河川として全国に誇れる 立派な川である と思っています。過日東京の知

男 60代

あまり人為的なことは加えず（防災面は別問題ですが）自然なままの川であってほし

紙面でつながりが感じられる のはよ いことだと思います

遠めで見た限りでは以前よ りきれいになったと感じられる が，川岸に近づくとゴミが散

1545 広島県広島市東区戸坂新町

内の雑木を 伐採し，通水能力を 大にする こと
子ど もや孫に美しい環境を 残すよ うに知恵を 絞ってください

事が広島を 訪ねたおり，太田川は水量豊かで水もきれいだと感心していました。今後
はアユの放流のための太田川ではなく，コイ ，フナ，エビ ，シジミなど の成育を 考えた
り，子ど もたち はスポーツ ，水遊びができる よ う整備してください

とにかく一日でも早くよ り多くの生物が安心して生息できる 川になる よ う熱望しており
ます。全国，世界に誇れる よ うな川づくりを ！

今までによ うにおいしい水を 飲ませてほしいと同時に多くの広島の人，または他県の
人にも太田川ってすばらしい，楽しいと思われる 川にしてください。年に数回程度専
門家以外の人も含めて意見交換の場を 設けてください

祇園新橋の下の不動院側の河川敷に野球のできる スペースを 作っている よ うです
1546 広島県広島市東区牛田新町

女 40代

が，大雨や台風のたびに底の土が川へ流れ出てすでに３〜４度土が運び込まれてい 一人一人が考えてきれいに保っていければいいと思います
る よ うですが，大丈夫なのでしょうか？そのあたりの川が浅くなった気がします

1547 広島県広島市東区牛田早稲田

男 50代

きれいな水とはいえない。透明できれいな水にしたいですね

泳げる 川。蜆が食べられる よ うなきれいな川に

1548 広島県広島市南区皆実町

女 40代

太田川の飲料水は，全国の中でも特においしいと思います

太田川の恩恵を 子孫にまでつなげてゆきたい
やっぱり太田川の自然にはじめて触れた花火大会がなくなって，子ど もを 生んで連れ

1549 広島県広島市東区戸坂新町

女 30代

1550 広島県山県郡北広島町新庄

女 60代

1551 広島県呉市郷原町

女 60代

1552 広島県呉市和庄

男 70歳以上

太田川に咲く彼岸花など の草花，緑，自然…行くと気持ち いいと思える 場所です。反 て行きたい場所，イ ベン トのひとつだったのでイ ベン トなど でこの川のことにも知る
面，水害など ある と悲しい気持ち に何故かなってしまいます

チャン スが無くなったよ うな気がします。川の楽しさだけでなく怖さも大人の私たち 自

ゴミが引っかかっている 。きれいに取り除いてほしい

一定量の水流（量）

身も知る チャン スがある といいなと思います

1553 広島県広島市安佐南区相田

女 40代

実際に見たことはないですが，ＴＶとか広報で知る 限りでは色々工夫してもらっている 私も太田川の水を 飲ませてもらっている のでいつまでもきれいな水質であってほしい
と思います

です。上流から下流まで全部の住民の意識の持ち 方にかかっている と思います

母の実家が現在の三次市であり，往復の機会に眺める 。美しくかなり整備されている 焼津市に訪れた際，河口からかなり上流まで大きな魚が泳いで上ってきていたのを
が災害対策は十分配慮してほしい

見てびっくりした。あんな川にできないものであろうか

太田川のことを あまり知らないのが事実です。上流域に一度行ってみたいです。あ
ち こち 紹介してほしいです。

女 50代

雨，台風の時の災害時のダム放流の調整，住民の工夫の中での共生を してもっと自
然を 大切にしてゆきたいと思います。住民一人一人の知恵，協力を 推進させてほし
い

1555 広島県広島市安佐南区高取南

女 30代

1556 広島県廿日市市阿品台北

女 50代

1557 広島県廿日市市前空

男 50代

太田川周辺がよ く整備されている と思う。水域が昔よ り減っている と思う。最近は家
族連れで釣りを している 人が少なくなったと思う
上流のほうにいくと川の流れはなく，草木が生い茂っている 状態で美しくない。太田
川は水が流れている んだと感じる よ うになればいいです

女 20代

女 70歳以上

です。自然を 大切にしながら浸水，洪水を 防ぐ よ うにしてほしいと思います。自分た
ち のため，自然の中で明る い生活を 送れる 一助になればと思います
ゴミを 捨てる 人がいる ので，大変不快だ。もっともっと広島の宝になる よ うに太田川
を アピ ールしてください。チラ シやＴＶでね！イ ベン トも楽しいのを やってほしい。もっ
ともっと…
水量が多くきれいな川
車道に木を 植えて散歩やツ ーリン グ主体の道路に変える 。太田川の堤防が全て緑

にしたり工夫してほしい（小さなせせらぎ公園のよ うに）

に覆われたらすばらしい１００万都市になる

でもったいないと思う。水の量についてはダムとの関連だと思うが常に現状を 知りた
いと思う

1559 広島県廿日市市峰高

これまでの災害を 教訓に保護，改修でも埋め立て，まっすぐ にする のは自然の破壊

己斐橋近くの引き込みプ ールのよ うな設備を もっと長くしたり，常時流れがある よ う
川づくりとかいろんな方面で行なわれていても，市民としてそれを 知る すべがないの

1558 広島県広島市佐伯区藤の木

住んで４０年くらいで太田川の事を じっくり考えてみた。アン ケート内容で役に立ち ま
したので切り抜きました。また色々と教えてほしいです

生活の中で水分毒も少なく，川辺での工夫もなされていてよ いと思います。しかし，大
1554 広島県広島市安佐南区中須

整備される のはよ いですが，あまり人工的な川にされないよ うにと思います。広島に

廿日市に住んで２０年余り，太田川の水と緑がないよ うに思うが，自然を 破壊しない
よ ういつまでも魚が泳ぐ きれいな川であってほしい
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「水」は生活する 上でもっとも大切なものなので，その環境についてもっと知らせてほ
しい。災害時の川はとても怖いので安全面に力を 入れてほしい
戦時中，東京から島根県のおじの家に疎開して同級生の男子が江の川でおぼれてな
くなったので，そのときの思いが強く，川で遊ぶことに不安を 感じる 。太田川でこのと
きのよ うなことが起きないよ う願う
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1560 広島県広島市西区己斐本町

男 60代

1561 広島県広島市西区南観音

男 70歳以上

1562 広島県広島市安芸区矢野東

女 20歳未満

1563 広島県広島市安芸区船越

女 50代

問４

問５

特に己斐川両サイ ドの河岸の堤防に樹木を 植えて根を 張って堤防がしっかりし，ま

災害が来ても後の祭りではないよ うに先手で樹木を 植えてしっかりした堤防作りを し

た見ても環境がよ い広島といえば川，河であり観光にもよ い

てください
ゴミが多いよ うに感じる ので少しきれいに

もう少し太田川で遊べる ところがほしい。生物がいてよ い文化を 伝えてほしい

ゴミのないきれいな太田川を 続けてほしい。みんな楽しくできる 川がいいです

上流はとてもきれいだと思う。中流はアユを 釣っている 人もいる にはいる が，あまり 中流の地域の下水処理を 完全にし，下流の（広島市の）川を きれいにする 。海に近
上等のアユではないと思う。（ブ ラ ン ド化できる ものではない）下流は汚くて水の都広 い場所はヘドロ がたまっており，全て除去し気持ち のよ い川としてほしい。小さい頃
島とはいえない

は泳いだり貝掘りを していました。高瀬堰を 止める 方法はないのでしょうか？
水辺の賑わいと同時に水害のない整備を 望む

1564 広島県広島市安芸区矢野西

男 50代

広島を 水の都というが水害の都

1565 広島県広島市安佐北区亀山南

女 30代

下流になる につれてゴミや水の汚れが気になる

水のきれいな川，ゴミのない川，部分的な環境整備ではなくど の地点においても均一
的な整備がされる ことを 望みます

上流域と下流域で環境や用途が全く異なっている 。名水１００選に選ばれたといって
1566 広島県広島市安芸区矢野西

男 20代

も上流域に関しては納得できる が下流域については疑問である 。水質の向上を 図
る ことは当然として，区域においてテーマを 設けた護岸整備や堤外地整備を 行なうな
ど ，近隣住民が親しみやすくかつ災害に強い河川整備を 行なっていただきたい

1567 広島県広島市安佐北区可部南

女 40代

1568 広島県広島市安佐北区可部南

女 20代

1569 広島県広島市安佐北区可部

男 60代

1570 広島県広島市安佐北区三入南

女 60代

1571 広島県広島市安佐北区三入

男 20代

1572 広島県広島市安佐北区可部
1573 広島県山県郡安芸太田町

女 40代
女 60代

西区の川の周囲の整備はとてもよ く，きれいで川を 座って眺めたくなる 。可部では
まったく整備された感じがなく，近づきがたい

可部のとにかく水辺の賑わいの場として整備を お願いしたい

みんなのために使われる のはいいことだけど 本来の川の姿に戻してほしい。無駄な 放流して魚を 増やすのではなく，今いる 魚が自然繁殖できる よ うな本来の川の姿を
ダムを なくしたり，生物が自然繁殖できる よ うな環境を 作ってほしい
太田川流域の安全化，公園化についても地域的格差が大きすぎる

一刻も早く取り戻してほしい
太田川が地域の人々に利用されてきた歴史的背景を 基に親水公園として，また利水
化される 方法論も大きいサイ ドで多くの人々に活用される こと

周辺の整備はだいぶされてきたと思いますが。まだまだ干潮したときの砂が汚いと思

川にゴミが流れていないことを 望む。大雨時の後，水量が減少した時，木や草にビ

います。早く下水道が整えばもっとよ くなる のでしょうか

ニールがたくさん花が咲いたよ うにかかっている のはとてもショ ックでした

みなさんゴミを 捨てすぎ（ペットボトル，弁当とか…）

子ど もが川で遊んでいて硝子など を 踏んで足を 怪我したりする 心配がないよ うな川
づくり

クリーン 活動や一人一人の心がけなど によ って一時期よ りは川や川岸など きれい

昔は鮭もいたと聞いたことがあります。やはりきれいな川＝海へつながっています。

になったと思います。でもまだまだ水質は改善できる と思います

魚道を もっと増やし，生物が生息できる きれいな川を 望んでいます

太田川に注ぐ 谷川に頻繁にゴミが流れてきます。良識のない一部の人のためにみ

昔のよ うに多くの生物が生息でき，身近な場として楽しめる 川であり，何よ りも故郷の

んなの太田川が汚れている ことは本当に悲しいことだと思います。

太田川を 誇れる ！太田川になりますよ うに望んでいます。

生物が生息できて，水質が良好で，沿川を 整備して洪水時に災害を 少なくする 。小
1574 広島県山県郡安芸太田町坪野

男 70歳以上

生等が子ど もの頃洪水はあっても災害は少なかった。もち ろん温暖化云々の言葉も 治山治水 生物と一緒に生きる ことを 望みます

1575 広島県広島市安佐南区長楽寺

女 40代

台風や大雨の時の小さな川だとすぐ に水があふれてしまいそうで不安である

災害に強く環境にやさしい，市民が親しめる 太田川であり続けてほしい

1576 広島県三原市大和町大草

男 70歳以上

多くの人が川にもっと親しめる 場になってほしい

安全で日本一多くの人に親しまれる 川になってほしい

県外から広島に来て７年。広島のシン ボル的なものである と思っていたが，実際に

小さな子が安全に遊べる よ うな整備を し，アピ ールしてもらいたい。また，水につい

1577 広島県広島市安佐南区祇園

女 30代

なかった。

広島に暮らしてみてあまり身近である とはいえない。子ど もを 連れて行ってみよ うか て，水の生き物について体験学習できる 場にもなってほしい。花火大会を 復活させて
…とも思えない。花火大会も無くなってしまい残念です。
太田川はとても自然環境もよ いし，水もきれい。だが，水不足になる と広域に影響す

1578 広島県広島市安芸区矢野西

女 30代

る 。以前呉市に住んでいたが，水が「三永水源→太田川水源へ」変わった時，西条，
黒瀬団地の下水道不備で飲めなくなったといううわさを 聞いた。事実は分からないが
他の水系の環境も整備してほしい
地域的には遠いので，身近には感じないが，広島を 代表する 太田川，今回のチラ

1579 広島県安芸郡海田町南昭和町

女 50代

1580 広島県広島市安芸区畑賀

女 60代

水が濁っていて川で泳いだりはできないです

1581 広島県広島市安芸区船越

男 30代

水量が少ないし，まだまだ水が汚いと思います。日本一きれいな川を 目指してほしい

シ，ホームページでいろいろなことを 知りました。

ほしい
レジャー向きにする とゴミを 捨てて帰ったり汚れる だろうが，自然のまま放置する の
は広場の少ない最近ではもったいないと思う。「使うからには水を 汚さないよ うマ
ナーを 守る よ うに」というマナー向上の場にしてほしい
海田町の瀬野川が天然ヨシで浄化されている 新聞記事を 読みましたが，自然浄化力
と人工でいつまでも美しく安全な川を 望みます。みなが川を 汚さないことも大切。豊か
な自然を 守りたい。子ど もたち へも伝えてほしい
小さな子ど もが川で泳げる よ うなきれいな川になればいいですね
防災と自然を うまく両立できたらと思います。ダム等も必要最小限にとど めてほしいで
す。

私の町にも川が流れえています（瀬野川）太田川は広島県内の重要な川。いつもそ 人と自然が共存できる のが一番。川の恵みで人々が集い楽しみ，そのお礼に人間は
1582 広島県安芸郡海田町昭和中町

女 30代

ばを 通る 時大きく美しい（遠くから見て）と思っています。その反面この川が氾濫した 水を きれいな川，安全な川を 保てる よ うに努力する 。子，孫の世代にも残しておきた
い自然です

らぞーっとする と思います。

身近に瀬野川がある ため，他の川についてはあまり関心がない。昔見た太田川から 川はいつまでも美しくよ りよ い環境を 望む。一番恐ろしいのは大雨によ り川の水位

1583 広島県安芸郡海田町国信

女 60代

の花火大会がきれいでした

が上がり，堤防が壊れてしまうよ うなこと。その点は一番の対策だと思う

1584 広島県呉市長迫町

女 60代

環境を 第一にきれいな水を 大切にしてほしいです。

広島を 支える 水としてこれからも暮らしを 豊かにしてほしいです

1585 広島県呉市音戸町波多見

女 40代

水害対策が進んでいる のか心配です…

1586 広島県呉市神山

女 40代

1587 広島県広島市安佐南区伴東

男 30代

遊び場が少ない

1588 広島県東広島市西条町郷曽

男 40代

人工的に作られた川

良好な水質を 守る ために，水とのふれあいや環境についてみんなに知らせる 場を
増やしていってほしいです

独身時代は広島市の川の一つと考えていましたが，子ど ももでき汚いほかの川を ＴＶ 人間として人間の手での汚染がよ くある 川。人間として必要な水を 育む川。大切にし
で見る と，そんな川には人間は住めないと考える よ うになりました（自然は大切です） ていかなくてはと思っています。子ど もたち にも資源，自然の大切さを 教えています。
みんなに愛される 太田川にしてほしい
下流は無理だとしても，中流・上流で自然な河原で遊べる よ うにしてほしい。広い河
原，きれいな水，人工的なものでなく，自然の場所で子ど もが遊べる 場所がほしい

私の住んでいる 地元の川でないので，親しみは薄いですが，太田川の水で生活して
1589 広島県東広島市西条町郷曽

女 40代

る のは知っています。地元の黒瀬川の水よ りは安全できれい…というイ メージが大
きいです。

太田川の水がきれいというのがよ く分かりました。東広島市もこの水を 利用させても
らっている 限り，やはり安心安全な水であってほしいです。利用している 人たち が，
もっともっと川について環境について関心を もち ，意識を 高めていくこと，水を 大切
に使うことなど も真剣に考える べきです

1590 広島県広島市安佐南区沼田町伴

女 40代

中区の子ど もが泳いでいる が，大腸菌など が心配

川の側で遊んだり，川面を 静かに眺められる 環境がほしい

1591 広島県佐伯区湯来町杉並台

男 40代

太田川花火大会も中止になり盛り上がらない

ボートパークなど の設備（格安），海，川の広島県として力を 入れてほしい

1592 広島県東広島市西条朝日町

女 30代

上流はとても緑が豊かですが，やはり荒れている なという印象があります。洪水はど 生活用水の確保，川沿いの方々の安全の確保は大切ですが，「広島遺産」としての

1593 広島県広島市安佐北区深川

男 30代

のよ うにしてもおきる 時は起きる のですから，あまりがち っとコン クリートで固めず

太田川の美しさを もう一度取り戻したいものです。ぜひ柔軟な行政の対応を ！（子ど

に，「川の美しさ」を もう一度考えたいものです

もたち のためといってコン クリートで固めたよ うな遊び場だけは作らないで下さいね）

きれいな水だと思います。また，広島市だけでなく周辺の市町村の水がめとして支えら 堤防の道路を 整備してください。車道，歩道と別れていない場所を 自転車で走る こと
れている ことを 誇りに思います

がありますが，非常に危険です

広島は三角州で，川の街というところですが，広島には太田川という川があり…とい
1594 広島県広島市佐伯区吉見園

女 30代

う印象を 持っている 人はそうたくさんいる よ うに思えません。４Ｐの多くの用途が有る
というのも知られていないよ うに思います。しかし，水のある 生活は私たち にとても
大切で，なくてはならないもの。もっとＰＲや有効利用法の浸透が必要だと思います

1595 広島県広島市南区西蟹屋

男 70歳以上

1596 広島県広島市東区戸坂新町

男 50代

1597 広島県広島市東区戸坂千足

女 50代

海よ り川のほうが安全できれいで涼しく，気軽に遊べる と思う親は多いと思います。
身近に年中触れる ことができる 自然です。遊びや自然とのふれあいの中で水の大切
さ，川の大好きな子ど も，社会的貢献など もさりげなく教えてやれる よ う，親にも子に
もよ く分かる 「川づくり」ＰＲが必要だと思います。このチラ シ大変参考になり，また考
えさせられました。

昔の太田川の水量に比べて現在は色々と利用しすぎて水量がかなり減っている と思 もっと有効に活用し節水して少しでも多く，昔の太田川の水量を 取り戻して，豊かで安
う

全な太田川を 目指してほしい

太平洋戦争後，広島の川沿いに家が建っていた時期が３０年以上あったことを 思え 上流も含め，川の浄化，ゴミの不法投棄の監視を 強化して，市民や他県から来られ
ば，川沿いやゴミも少なくなり，緑のある 川になったことの行政の努力を 評価します。 る 方に案内のできる 川にしていただきたい。
今はペットの散歩として運動の場所として河原を 使用させていただいています。幼児
私が幼い頃から比べる ととてもきれいで整備されている と思います

からいろんな方が癒される 場所となる よ う期待します。使用する 人たち のモラ ルも問
われる ところですが…

1598 広島県広島市南区東本浦町

男 30代

1599 広島県広島市南区皆実町

女 20歳未満

1600 広島県広島市東区牛田早稲田

男 30代

特に下流域について，水が汚いという印象。上流でも子ど もを 泳がせよ うという気に 水質の改善を 含めて自然と親しめる 場として整備してほしい。特に子ど もの学習の場
ならない

として活用できる よ うにしてほしい

太田川の水は大切な資源だと思います

今の水質を 将来も保ってほしいです

川はきれいになっている と思う。洪水で砂が流れていき，川底のヘドロ は海に流れ

川の掃除を しっかりする ことで市民の意識を 高め，みんなが太田川を 好きになる よ

た。自然に近い川となってきている （下流）

うに望みます
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住所

1601 広島県広島市東区馬木

性
別

年
齢

男 60代

問４

問５

昔に比較して太田川の水量が減っている 。山地荒廃や山間部の休耕田，都市化の

流域の水管理を 判りやすく紹介してほしい。ダムはダム，堰は堰でなく，ダムと堰を 連

進展，地球温暖化など ，流域の保水機能低下によ る 河川流量の減少が心配です※ 携する ことによ って河川環境の流量改善を 取り組む時期に来ている 。ダムは流域が
現在はダム建設は困難でダムを 活用する ことが必要。堰は常時は水を 水を ためな

小さいが貯水用量が大きい。堰は流域が大きく貯水容量は少ない。この特性を 活か

いで河川に近づける ことも可能。

すことが大切です。
これからも親しみやすい太田川であってほしいとおもいます。そのためには次のよ う

太田川の環境であまり満足していないのは次のよ うなところです。・牛田大橋付近で なことを 望みます。 ・１０月ごろ太田川放水路にハゼ釣りに出かける ことがあります
行なわれた「川祭り」に参加し，川の清掃を 行なった際ゴミとしてゴルフボールが目立 が，駐車場に向かって坂を 下る 道路にガードレールがなく，不安です。設置してもら
1602 広島県広島市東区牛田早稲田

女 40代

ち ました。川上のゴルフ場に対策を させる べきだと思います。 ・安田学園側の土手

えたらありがたいと思います。道路幅を 広くしてもよ いのですが。 ・川辺の広場や堤

に青シートが置いてあり，桜の葉が散る と目立つので見苦しい。 ・夏場は牛田辺り 防の路上に政治団体の街宣車が停めてある のを 時々見かける ことがありますが，
にも水上バイ クが時々入ってきて大きな音を 立てる のでうる さい。

近寄りがたくなってしまいます。排除できないものでしょうか。同様に，川辺だからと
いって，大型犬を 放したりする のも困ります。

1603 広島県広島市西区井口台

女 30代

自然災害に備える ことはもち ろんですが，市民の集える イ ベン トがもっと増えれば

花火大会が無くなって寂しいです

いいと思います

・河川敷を 毎日散歩しますが，日々変わる 風景にきれいだな，と思っています。 ・以
1604 広島県広島市安佐北区可部南

女 50代

前台風の手伝いに太田川沿いの地区に行ったとき，「こんなところまで水が出る なん
て」と思いました。安全面がとても心配です。
可部から下流についてはかなりの水準で整備はできていますが，上流部等は特に遅

1605 広島県広島市安佐南区伴南

男 50代

れており，現在整備を 進めていただいていますが，まだまだ不十分だと思います。誰
もが安全で安心して暮らせる ための施設を 期待し，願っています。
①川の水を きれいにする こと ②砂利受けにはタメマス等を つくり濁りを 流さない

1606 広島県広島市安佐北区可部

男 70歳以上

③洪水後の河川の中の樹木その他に付着している ゴミを 早く取り除くこと。雑草の除
草を ④警報機の場所の間隔が遠い

1607 広島県広島市安佐北区可部

女 20代

太田川の河口で魚釣りを している と上流からビ ニール袋，ペットボトルなど のゴミが
流れてきます。未だにゴミを ポイ 捨てする 方がいる と思うと残念です。

魚も鳥も少ない。まる で死んだ川のよ うだ。源流から栄養分の多い水を 取り入れる
1608 広島県広島市佐伯区五月が丘

女 60代

べきだ。ダムは川の流れを 止め，生態系を 壊してしまうので，反対です。昔のよ うに
アサリ，シジミが取れる 川にしてほしい

・まず安全である こと（堤防強化） ・川の側で生活している のだから，子ど もたち が
安心して水に触れられる ところが少しでも増えれば，と思う
河川の持つ空間や清らかな水の流れには心が癒されます。しかし，一度大雨が降る
と，その姿は一変し，恐ろしい形相に変貌します。太田川の沿川に住む住民誰もが安
心して暮らせ，洪水からの不安を 取り除くのが行政の使命ではないかと思います。ま
ず，優先は安全安心です。災害に強い太田川を 期待します。
河川敷はもち ろん，河川内を きれいにし住民の者が気安く泳げる 場所を 望む。予算
の関係もある ことで，無理は申しません
太田川がきれいになる ことで海もきれいになり，海産物など の豊富になっていってほ
しい。ゴミのポイ 捨てなど がなくなる ことを 望みます。その水を 飲み水としている の
で，きれいにしていくことを 望みます
今，太田川の源水の一つである 廿日市市吉和村の細見谷渓畔林にアスファ ルト道
がつけられよ うとしています。太田川に美しい水を を 思うなら，道路下になる ブ ナ林
を 切る のは止めていただきたい。太田川を 守る ために。東京の多摩川を 見本にして
いただきたい。生きた川を 未来の子ど もたち に残してください
近くでないので詳しくは見られないけど ，子ど もと動物と，というふうに自然とふれあ

1609 広島県広島市佐伯区利松

女 50代

水の用途と自然災害の防止を もう少し考え，今以上でなくてもいいのでは（環境）

える よ うに。スポーツ の大掛かりまではしなくて楽しめる 場所である とともに第一は水
の用途と自然災害の防止につなげてほしい

1610 広島県広島市佐伯区藤の木

1611 広島県広島市佐伯区五日市町寺田

男 50代

男 70歳以上

1612 広島県広島市安芸区船越

男 60代

1613 広島県広島市安芸区中野東

男 50代

1614 広島県広島市佐伯区吉見園

女 70歳以上

1615 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 60代

1616 広島県広島市佐伯区隅の浜

男 70歳以上

流域によ って姿を 様々に変える 太田川が大好きです。特に自然を 残している 姿に

ない災害対策を 望みます

堤防を 下流のよ うに改良しては（下流域）＝車道からゆる やかな堤防→砂浜→川。

川下では各大学のレガッタ，カ ヌ ー，釣り，中流（放水路）では，広場でのレクリエー

カ キイ カ ダは年中つなぎっぱらしだがど うにかならないものか，海は漁業者だけのも ショ ン ，水とのかかわりの遊び，水門。上流では川土手があまり整備されていない。
のではない

草刈など もっと整備が必要と思う（安佐南区）

太田川放水路ができる 以前はたびたび洪水にあっていたが，その後は少なくなり改

しかし，最近の台風・地震は観測史上最大のものが多く従来の基準では役に立たなく

善されたと思っています。（緑井，深川など ５４号線）

なっている ので基準の見直しが必要と思います

広域水源として重要な役割を 担っている

もっと親水空間を 活用できる よ うにしたい

一見洪水でも大丈夫というイ メージを 持っていおりましたが，資料の内容ではまだま

洪水から守り飲料水がいつまでも守られ，広島は特に水質がよ いところというよ うに

だ不十分なことが分かりました。心細い思いがしました。

なってほしいと思います。家庭で流す水も注意が必要と思っております

運動，徒歩にふさわしいよ り充実した工夫（不足）

多くの人が利用できる グラ ン ドゴルフの場所（コート）が望まれる

川に親しんできたものにとって太田川の水の利用や河岸の整備の状況にも努力され
1617 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 70歳以上

たお陰で立派になり誇りに思う。市民も汚さないよ うにきれいに使って，心豊かにな
る よ うな環境を 保つことを 忘れないよ うにしたい。

1618 広島県広島市佐伯区五日市町

女 30代

1619 広島県広島市佐伯区海老園

女 30代

川岸で広場になっている ところはある が，駐車場が分かりづらくいきにくい。また，ゴ
ルフ場は不要
花火大会がなくなり残念。年に１回だからまた復活してほしいです
不法係留船を 撤去する だけでだいぶイ メージが良くなる と思う。護岸がど んど ん整

1620 広島県広島市中区堺町

男 30代

備されてきている のでアシを 運びやすくなってきている が，自分の家の天満川のごが
んはあまりきれいになっていない

1621 広島県広島市佐伯区五日市

男 40代

1622 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東

男 70歳以上

1623 広島県廿日市市串戸

男 50代

男 60代

男 60代

1626 広島県山県郡安芸太田町

女 50代

1627 広島県廿日市市地御前

女 50代

小さな子ど もでも安全に川遊びができる よ うに整備してほしい
この調子で護岸を 整備してもらって親しめる 川べりにしてほしい。係留船の撤去を き
ち んとしてほしい。泳げないまでも足を チャプ チャプ できる よ うな川になってほしい

に流れ込むごみなど の意識，啓発を はかり，昔のよ うに泳げる くらいの親しめる 川

されている のが知っていますが）

になればと思う

を 捨てない，油・洗剤の処理を 完全にして瀬戸内海を 小魚，小貝，虫など が住める
環境作りに）を みんなで心がけて実行する 。場合によ っては町内会単位で勉強，実

瀬戸内海という大きな湖を 太田川を 始め山口県錦川，岡山県吉井川など など の川
がそれなりにきれいな川づくりを 考えて，太田川が先立つを 勤める ことを 備後の芦田
川の汚名返上を 思う市民です。

アユを 放流しても育たなく，全くの死河川である 。水量を 増やして生き返らすことが急 水内川も含めて支流が健全であってこそ，太田川も豊かといえる 。自然破壊にもっと
務である

厳しい目を

川で泳ぐ ことができない，水質が悪い，水が少なく，美しい流れと感じない

自然災害に強く，清く豊かな流れ。人々の心を 豊かにする 太田川であってほしい

でしょうか。日々の生活のすぐ 側にいつも川がある 広島。人々の心にうる おいと癒し

男 40代

河口に比べ上流部の整備が遅れている のではないでしょうか

1629 広島県広島市佐伯区五月が丘

女 30代

太田川下流は水の汚れもひど く，とても「川に親しむ」という状況ではない

女 50代

多くの世代の人が安全に楽しめる とよ い

もっと川の歴史，水の大切さなど 知らせる イ ベン トなど 増やし，またその中で川の中

1628 広島県広島市佐伯区五日市

1631 広島県広島市安佐北区口田南

しょう

ている が，もう少しゴミ，ペットボトルなど が目立つことがよ くある （定期的に川清掃

を 与えてくれる 太田川です。

女 30代

助かっていたものです。これだけ水路がある のだから他都市にない利便性を 考えま

他県の河川のことはよ く知らないが，太田川については割りと親しみやすく整備され

川のない町，風景は殺風景。川がある かないかで人々の心持も随分違うのではない

1630 広島県広島市西区三滝本町

おいたほうがよ いと思う。車社会になって忘れられている が，昔は随分川を 利用して

市内の河口近くは干潮時も水が豊かにあればよ いと思う。河岸の緑陰作りも必要

行。会を 開き汗を かくことを してみてはど うでしょう
1625 広島県佐伯区湯来町

今後ど ういう災害が起こる かもしれないので，川も交通手段になる よ うな研究もして

水が一段ときれいになり災害も少なくなった。整備の成果が出てきたと感じる

生活の環境に負けない状況（昔の河川）を 再度再生してほしい。小さなこと（川にゴミ
1624 広島県廿日市市新宮

いつまでも自然を 残してほしい。ダムなど の建設はこれ以上行なわず，自然を 失わ

は安らぎを 感じます。水がきれいなところも誇れます。

川が身近になる ので，落ち 着く。川の水とは関係ないが，橋が少ない。橋の幅が狭

最低でも今の状況を 保ち つつ，将来に向けては新しい発想，技術を もって，安全で
人々の生活基盤を 支えながら広島人の心を 写す川もであってほしいです
身近な川として親しみのある 護岸整備と自然との協調を とりながらの行政を お願いし
ます。
「海水が混じる 」という条件で見る ことができる 生物もたくさんいる はず。子ど もたち
が触れられる 川になってほしい
水がこれまでよ りきれいになり，魚が多く住める よ うになる こと。人々の憩いの場に

い

なる よ うにしてほしい

護岸が公園になったり，散歩道ができていたりでよ いと思います

更に市民の憩いの場になる よ うに整備を お願いします

1632 広島県広島市南区似島町

女 40代

1633 広島県広島市東区

男 40代

・可部辺りは川辺が汚い ・もっと自由に利用できる よ うにしてほしい

泳げる 川になってほしい

きれいな川になる よ うに…

1634 広島県広島市南区元宇品町

女 50代

河口付近はヘドロ が積もっている 。もっと川底を きれいにする

憩いの場所を 作り，緑を 多くし，海を も大切にできる 太田川にしてほしい

川辺の周辺を 利用して子ど もたち に自由に遊んだり自然を 観察できる よ うな川辺公
1635 広島県広島市南区仁保

男 60代

園を 作っていただきたい。川底の整備が必要と思われます。戦後間もない時期の川
底はきれいな川砂でおおわれ多くの子ど もたち が遊んでいた

旅行など ，他県へいったとき，水道水がおいしくなくてびっくりしたことがあります。太
1636 広島県広島市南区旭

女 30代

田川の水はおいしいので，とても嬉しいです。京橋川沿いのオープ ン カ フェ は気持
ち よ さそうで，近々言ってみたいです。今回の広告で災害の怖さが改めて思います。
でも町に川がある ことはすてきですよ ね

1637 広島県広島市西区庚午北

男 60代

７つの川を 利用した水祭りなど を 開催してフラ ワーフェ スティバルなど のよ うに全国
的に広島の川を 見てもらい，観光の目玉にする ことなど もよ いと思います。デルタ
の７つの川を このままほっておくのはもったいない。川を 利用した何か（？）を 展開す
べきと思います。
とにかく自然にやさしい環境作りを してほしい。人間の都合で動植物たち に迷惑を か
けたくない。人間とうまく共存できて，かつ災害に備えた整備を してほしい。学生時
代，川辺で友達と遊んだり，ずっとおしゃべりしたり，これからの子ど もたち にも，私が
持っている よ うな楽しい思い出を 作ってほしい。太田川を もっと広島の自慢にできる
よ うに望みます

太田川はいろんな意味でよ い川です。放水路ができて，下流域での被害も減少し，

太田川上・中流での土砂災害が多いので支流も含めて大量の雨が降っても流出しな

台風によ る 高潮がなければすばらしいです

い植林方法など で災害が起きない川になればと思っています
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問５
流域の各堰の魚道の整備の強化。石やゴミが溜り，せっかく作っても機能していない

本来の水量の少ないイ メージ。だから太田川はよ ど んでいる よ うな感じ。また，洪水 場所もある 。目指せ高津川で，水質の改善を 図っていただきたい。川の防災情報で
1638 広島県広島市南区翠

男 30代

に対して少し関心が薄いのでは？高津川に比べる ととても水質がよ いとはいえませ

見られる 水位情報の観測点を 増加。吉和や樽床，大泊，立岩の各ダムの水位も見

ん。

られる よ うに。流域のラ イ ブ カ メラ が今年から増えました。とてもよ いことだと思いま
す。浸水予測を して早めに警報で知らせる よ うにしてほしい

1639 広島県広島市南区堀越

男 50代

河口域の整備も必要。不法なレジャーボートなど の撤去

1640 広島県豊田郡大崎上島町中野

男 20歳未満

下流域の水質の悪さにがっかりする

女 40代

もっと具体的な質問にしてほしい。自然豊かだから自然災害もある のだと思うが，ど
うなんだろう

1642 広島県呉市押込

男 40代

整備も進めていってほしい
生物が生きられる ，生息している 川

太田川についてど のよ うに感じている かと問われても「大きな川」だとしか感じない。
1641 広島県広島市東区牛田旭

更に美しい水辺と水質とになる よ うに整備してもらいたい。支流，特に猿猴川など の

太田川の水がおいしいとは思ったことはないのだが，売り出される と聞いてびっくり！
正直太田川の水は汚く見える から買いたいとは思わない。川の遊びのスポットにす
る と当然汚れてくる のではないか。川と共生しよ うとする ならあれこれ手を 加えない
ことだと思う

自然豊かでこれからも大切にしていかなければならないと思う

かつてのよ うな，過度の乱開発を 絶対にせず，人と自然（環境）が共存できる よ うに
していくべき

他県に比較して広島の水道水は良質だと自負しています。汚染の増加，排水を 一人 ①下流に住むものは山に木を 植えたり，管理費として水道料金を 余分に支払う②汚
1643 広島県安芸郡府中町青崎中

女 60代

1644 広島県広島市佐伯区三宅

女 40代

1645 広島県広島市安佐北区可部町今井田

男 60代

一人が考える 。一番気になる のは海の幸が安心して食べられなくなっている ことで

水につながる 排水にもっと注意深くなる ③ダムと水害の関係がまだよ く分かりませ

す。山に木を 植える ことから始めなければと思っています

ん。知りたいです

人間の手によ ってゴミが散乱しています。川にゴミを 捨てる のは止めてほしいです。
また，以前のよ うに花火大会を やってほしいです
人が川の水量の調整を してはいけない。人間ほど あてにならないことはない
太田川は「広島」を 代表する 川。県・市民の生命，潤いの川。「水」の大切さ「自然」

1646 広島県庄原市山内町

男 60代

1647 広島県広島市安佐南区緑井

男 60代

危険場所の堤防を 高くする ところの調査を する

1648 広島県広島市西区己斐上

男 60代

沿線，川岸，緑地帯が着々と整備されている 。工事の歴史の積み重ねを 実感する

のありがたさを お互いに

クリーン な川を 目指してほしいです
温井ダムの撤去
上流森林資源の確保。上流の環境開発はほど ほど に
上流から下流まで川で遊べる 川にさせたいもの。大変だけど 望むところです
①安全第一（災害防止） ②景観維持 ③文化づくり。以上調査ある 発展に期待。こ
の機関広報紙，やさしく分かりよ い編集，ご立派

災害のない美しい川であってほしい。そのために大雨が続き，洪水が予想される 際
1649 広島県広島市安佐北区亀山

男 70歳以上

は，温井ダムなど 上流にある ダムでは，満杯になってからやむなく一気に放水する

休憩など 家族や友人たち が川辺でピ クニックを 楽しめる よ うな憩の場であってほし

のではなく，早くから少しずつ放流して，下流の水量が急に増える ことのないよ う，努 い
めてもらいたい。これまでダムが調整機能を 果たしている とは思えない

1650 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 60代

堤防の不備な箇所が多い
・南原川は幅が狭く昨年の放流で川が氾濫した。川底の土，石など を 取り除いて深く

1651 広島県広島市安佐北区可部

男 60代

する 。 ・根谷川と南原川の合流地点から下流約600ｍの間は特に川床を 深くする
必要がある と思う。（本年川の位置を 変えただけで以前よ り悪くなり災害の恐れは十
分ある と思料する ）

1652 広島県広島市安佐北区亀山

女 20代

一級河川の割りに汚いと思う。きれいな川というイ メージがない

根谷川の幅を 広くし，太田川放水路なみにして河川敷を 創る とよ い。橋下でビ ール
など を 飲む時に人が通行時下から見上げる 際女性の下半身を 見る ものがいる ので
橋の下では飲んだりはさせないでほしい
釣りや水遊びを 安心してできる 川になってほしいです

あまりよ いイ メージなく草が多く，川の水も汚く…安心して生活できる よ うではなかっ
1653 広島県広島市西区打越町

女 30代

たですが，少しずつ整備されている のでこれからに期待です。広島の水，太田川を き 子ど もたち から大人まで川で遊んだり安心して水を 触れる よ うなそんな太田川に

1654 広島県庄原市七塚町

女 40代

広島県を 代表する 大きな川で広島の自慢の一つだと思っています

れいにする 努力を していきたいです。

増水した時の連絡や対応が遅い気がします。知らずに近くを 通ってかなり怖い思い

1655 不明

を したことがあります

災害対策を 考えて堤防など 高く強化したりしてほしいです
一部改善しても他の地域がそのままだったりと全体が安全である ことは難しいとは思
いますが，バラ ン スも考えて災害など の対策を 考えてもらいたい。情報や知らせを
みんなに分かりやすくしっかり伝えてほしいですね

私の町にも太田川の水が供給されていてとても大切と感じています。

やはり呉市でも台風によ り私のいる 海側の町は大変な被害にあっていますが，断水

1656 広島県呉市吉浦新町

女 30代

1657 広島県江田島市能美町中町

女 50代

1658 広島県呉市梅木町

女 30代

河川道路の整備を してもらいたい

みんなが憩いの場になる よ うにど こに行っても癒される 川にしてほしい

1659 広島県呉市倉橋町

女 40代

オープ ン カ フェ ，水辺のコン サートなど とてもよ い利用のしかただと思う

もっともっといろんなことに利用し，市民に広くアピ ールする とよ いと思う

1660 広島県広島市南区

男 60代

や災害に対応できる 太田川を 望みます
魚，カ ニ…など が住める 川になってほしいです

子ど もの頃は飯室地区は対岸まで泳ぎ着くのが大変でしたが，最近は水量の減少で きれいな水と景観保全で太田川のデルタを 水の都のシン ボルとして後世まで引き継
物足りないと思う。しかしダムの貯水のため止むを 得ないともいます

いでほしい
今まで以上に子ど もからお年寄りまで集える 場を 提供してほしい。ベン チの設置，バ

1661 広島県安芸高田市向原町坂

女 50代

河川敷を 有効利用している 。犬の散歩，草野球，ゴルフコースなど

スケットゴール，サッカ ーゴールなど スポーツ を 手軽にできる 環境作り，遊歩道，サ
イ クリン グロ ードなど

安芸大橋〜安佐大橋間がとても自然美あふれ大変美しい。毎日見ても全然飽きませ
1662 広島県広島市安佐北区口田南

女 40代

ん。もしかして知られざ る 広島の名所なのでは？ど うか手を いれず，ずっとこのまま できたら，蛍の名所になってほしい。…流れが早すぎる かな？

1663 広島県広島市西区己斐大迫

男 60代

上流域の水量が極端に少ない

1664 広島県広島市東区中山新町

女 30代

で
上流域の水量を 増やすこと。今以上にダムを 増やさないこと

今まであまり考えたことはなかったのですが，広告を 見て改めて自然災害の怖さを 考
えました。太田川の近くを 車で走っていてもう少し川の中の樹木やゴミの撤去を 思う。

可部線が無くなって，行く機会が減ったが，両岸の新緑，紅葉はとてもきれいだった。
1665 広島県広島市南区上東雲町

男 60代

また，水量も豊富でアユ釣りなど の楽しみもあった。発電によ って川の水量が減って
いる ところがある のはど うしてかわからないが今回はじめて知りました。

家族みんなが楽しみにしていた太田川の花火大会を 再びしてもらいたい。子ど もた
ち が水辺で遊べる よ うにして環境を 整えてほしい（近くにはプ ールも海もないので。
子ど もは自然の中で遊ぶのが一番だと思います）
今クリーン エネルギーの問題が注目されている が，川の途中から農業用の水路が
枝分かれを していてど の水路も水量が豊富だった。ここに小型の発電所を 設け，少
しでも自然エネルギーの活用につながる よ うな対策はとれないでしょうか。ＣＯ２排出
削減にもつながる と思います

1666 広島県安芸高田市八千代町上根

女 50代

未整備区間が多数ある

災害のない河川

1667 広島県広島市安佐南区

男 70歳以上

随分きれいになったがもっときれいにしてください

市街地の川を 京都の川床のよ うにして活用する 。 ・しじみを 増やす

1668 広島県竹原市竹原町

女 50代

1669 広島県広島市安佐南区山本

女 40代

コン クリートで護岸されすぎ

1670 広島県広島市安佐南区川内

女 40代

橋が少ない（祇園大橋〜太田川橋間）

1671 広島県広島市安佐南区中筋

男 70歳以上

水の量が少ないため，アユなど が育ち にくい

太田川橋よ り下流で川辺で遊ぶ場が少ない

確かに発電所は多いと思いますが，これ以上必要なのでしょうか？最近川のそばに

川はほっとくとど うなりますか？砂がたまり土に草や木が生え自然のままになる と植

駐車場を 完備した公園など が増えていますが，その工事のせいで川を 削ったり，川

物も動物も増えてきます。必要以上に人の手を 入れないことだと思います。川土手を

1672 広島県広島市安佐南区長束

女 30代

いつまでも自然豊かな川であってほしいです。みんなが楽しめる 川である よ う取り組
んでいってほしいです

クリーン 太田川は市街を 行ないますが，安佐南区や安佐北区など もやったほうがい
いと思います

を まっすぐ にしたりする のはおかしいです。まっすぐ な川には魚を 生まれさせる こと コン クリートで固めている 所が増えていくのを 横目で見ていて悲しくなります。もっとア
はできません。汚水を 流さず自然な形である のが一番大事なことだと思うのですが。 メリカ や世界に目を 向けてほしいです。自然は自然ある がままに，それが大切だと思
います。

人間の都合に合わせる のはおかしいです。
1673 広島県広島市安佐南区中筋

女 20代

ゴミを 捨てる 人がいたりと，きれいなところはきれいだけど ，目立たないところはゴミ
が多い。
休耕田を 小・中学生の体験農業など の活用，山に広葉樹を 植える など 海と山との共

1674 広島県広島市安佐南区大町東

男 50代

存。ビ オトープ ，遊水地で水を とど める 。水力発電と小さなダムの活用。魚を 増や
す。川が日常生活の場として使える よ うに整備する ，など ，人と自然が共存できる よ
うにする

とにかくきれいな太田川。自然がまわりにある 太田川

本流，支流でホタル，メダカ がすみ，子ど もたち が遊べる 川づくり。ウナギ,鯉，ど じょ
うなど 放流し,自然の河岸を 作る 。湿地も整備し花や昆虫,魚,鳥など の住める 川。キャ
ン プ ,イ カ ダ流し,バーベキューなど 遊べる 川

長束,新庄付近での太田川には流木など が川底に沈んでいる ので,大雨によ る 増水し 広島は川の町（市）として知られていますが，川を これからも汚すことなく，市民全体
1675 広島県広島市安佐南区西原

1676 広島県広島市安佐南区川内

女 40代

男 20代

た場合危険なので撤去してほしいです。ただ,土，貝掘りする 人も以前よ り増えて水が が意識して生活する よ うに清掃活動を 行い，（私たち の住む地域では太田川クリー
汚れる ことなく市民が楽しむことができている のでっとても嬉しいです。

ン 作戦を しています）地域住民だけでなく，市民でこれからも美しい川を 守ってほしい

土手のところの橋の下など に空き缶や8月ごとになる と花火など のゴミがよ く目に付

太田川に危険性がなく，子ど もたち が自由に遊べる 場所になればよ いです。夜など

きます。私たち が気付くくらいなので管理者も気付いている はずです（落書きなど ）そ の屋外の映画場にしたりして和やかな場にすれば不法投棄や落書きなど が減る と思
います。何かおかしなことがあればすぐ 対処すればすごくいい川になる と思います。

のよ うなことがなくなればよ いと思います。
下流域はだいぶ整理されていますが，中流域では支流など まだ不十分に思う。上流
1677 広島県広島市安佐南区安東

男 70歳以上

域では自然を 大切にしながら整備されたい。川で昔のよ うに水泳が出来ればよ い
が，汚水対策を 上・中流域と支流に力を 入れてほしい。
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水質がよ くきれいな河川になればと思っている 次第です
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住所

1678 広島県広島市安佐南区高取北

性
別

年
齢

女 30代

問４

問５

子ど もの頃はよ くしじみ採りを していたのですが，今はあまりできないよ うなので残念 河川敷で子ど もと遊ぶのに車を 停める スペースを 以前のよ うに開放してもらいたい
です。

です

1679 広島県広島市西区

男 60代

清流として四万十川に劣らない河川にしてほしい

1680 広島県広島市東区牛田東

男 60代

・一般の人々の関心がない ・河川の清潔に対する 協力がない

1681 広島県東広島市西条町土与丸

男 60代

・子ど もたち が水と親しむ場が少ない ・干満差が大きい河口部に親水機能がない

1682 広島県広島市中区広瀬町
1683 広島県広島市安佐北区安佐町久地

男 60代
男 60代

水辺の楽校など 子ど もたち に優しい水環境を 提供してほしい。大人になった時に
きっといい思い出として残り河川に興味を 持つ
・川ガキが増える 対策 ・坂路・駐車場を 作れば人は増える （梁瀬キャン プ 場の例）
・防災機能を 充実する ための施設整備には限界がある ・ソフト面を 充実し，システ
ムについて住民といったいになって取り組み必要がある

以前よ りはきれいになったけど ，まだ川沿いなど の草木にごみなど がかかってい

・2-2にもありました，泳げる よ うに早くしてほしい ・川辺で魚釣りなど できる ところを

る 。きれいにしてほしい

整備し，市民の楽しめる 場所にしてほしい

水力発電のための水利用の縮小化（定水量の流水化（50年以前状態化）。河原の土 災害復旧地元説明会（河川事務所，広島市共催）について，早期に実施されたい。
石採取の中止化

再災害は待ってくれない

まだまだ整備されていないので，これから公園など を 作って広島の川を 宣伝してほし

1684 広島県広島市東区福田

女 50代

1685 広島県山県郡安芸太田町

男 70歳以上

川床が整理されていない。水量が少ないのでまとまった川になっていない

川床を 整備して水辺でスポーツ 。賑わいの場になる ことを 望みます

1686 広島県広島市西区己斐東

女 60代

今ある 自然はできる だけ残しつつ災害に強い川であってほしい

水がきれいでみんなが（多くの人々が）集まって楽しめる ところになる とよ い

1687 広島県広島市西区井口鈴が台

女 20代

あまりきれいという印象はない

きれいな川であってほしい。いろんなイ ベン トを 開いてほしい

1688 広島県広島市東区牛田南

1689 広島県広島市東区

女 30代

男 60代

1690 広島県広島市安芸区矢野南

男 50代

1691 広島県広島市安佐北区真亀

男 60代

1692 広島県広島市中区吉島西

女 60代

いです

原爆の話を 聞けば太田川の名を 聞くが，そのほかは全く耳にしない。もったいないこ 散歩や水遊びなど 歴史ある 川だからこそ，子ど もからお年寄りまで集う場にしてほし
とです。

い

少しはましになったが川の街としての特性を 活かしきれていない。本当に川の街広島
を イ メージしている のか，それとも単に整備している だけなのか
河川敷の有効利用がなされていない

1694 広島県広島市中区東白島町

女 40代

1695 広島県広島市中区舟入中町

女 50代

1696 広島県安芸郡府中町浜田
1697 広島県広島市中区吉島東

女 50代
女 20代

女 50代

クリン グできる こと⑤まだまだたくさんある が・・・

大きくなり森林となっている
田川にしじみを 採りに行っています。採る 時は気持ち がいいししじみ汁はおいしいし

上流と下流では人口密度も違い，難しいと思われる が，水質保持に設備だけでなく各
個人の意識が大切だと思う

これからもっともっときれいな川になる よ う私たち 一人一人環境に関心を 持って頑張
らなければと思っています
・自然環境の保持 ・災害時の対策強化

広島のシン ボルとして美しい「広島の街」を 象徴している 。水辺のコン サートなど 毎

これからも太田川流域のイ ベン トなど によ り，活気付けてほしい。またゴミを 捨てな

年とても楽しみです

い，汚さない，といった市民一人一人の心がけを 促すよ うなＰＲ活動も企画している

最近川沿いが整備され，夜歩くにも治安がよ くなったよ うで嬉しい。木々の剪定など

いろんな現場でびっくりする よ うな工事がされている と思いますが，知らないことばか

もよ くされていて。これからも続けてください。県外からのお客にも好評です。うれし

りです。工事現場見学会を 計画してほしい。身近に感じる と思います。地下現場が見

いですよ 。

たい（平和大通り地下の）

週1回水を 汲みに出かけます。太田川沿いを 通って景観が素敵です。毎週楽しみで これまで以上，住民方の楽しめ，安全に使えたり，暮らせたりする よ うにお願いしま
す。川幅と川のカ ーブ がひど いところが災害の時気にかかります。

す

お水が汚いというイ メージが強いです。ゴミを みんな捨てたりしないよ う，自然を 大切
にみんなで協力する ことが大切だと思います
せっかくの太田川，もったいない！もっと活用しよ う！オープ ン カ フェ ，ストリートラ

1698 広島県広島市東区馬木

す③川辺の樹木に四季の変化④太田川上流から宇品港まで一直線で自転車でサイ

河川内の樹木の伐採を ，特に可部〜牛田新町の間，高瀬堰内下深川沿いは樹木が

…喜んでいます
女 40代

①水質の浄化（川で泳いだり水遊びできる 水質②川で採れる 「しじみ」日本一を 目指

河川敷を もっと有効に公園など 市民の憩いの場として利用できる よ うにしてほしい

一昔前から見る と随分きれいな川になっている と思います。私は4年前から毎年太

1693 広島県安芸郡府中町山田

情報網の整備

イ ブ ，生バン ド，ジャズが流れたり店があったり原爆のイ メージばかり，暗いイ メージ
が強すぎます。

広島は太田川，水の都とも言われる ぐ らい有名なので，もっと広島人が楽しめる 場
所にしてほしい。広島は人が楽しめる 場所が少なすぎます！太田川を 利用してせっ
かくの水辺！みんなが集まる 楽しい場所を 作ってください。音楽がいつも流れている
のもよ いと思います。ワクワクする よ うな場所

1699 広島県安芸郡府中町山田

男 30代

・河川敷…整備が不十分。様々な施設を 作ってほしい ・水質…きたない

1700 広島県広島市安佐北区真亀

男 50代

1701 広島県広島市中区舟入南

女 40代

1702 広島県安芸郡府中町浜田

女 40代

水が増える のかとぞっとする 。昨年かその前の年，河口付近の様子が（川辺が浜の ち ぎられる よ 」とおじさんが教えてくれた。何人からかそのことは聞いたので，人を 食
よ うになったりで）変わってびっくりしたことがある

いち ぎる 亀がいる のはち ょっと…とひいてしまう

1703 広島県安芸郡府中町山田

男 40代

太田川の水辺を 歩いていて，よ い景色だなと思うところが案外あります

水害被害の少しでも少ない太田川である ことを 望みます

1704 広島県広島市中区

女 60代

川床を 更に掘ったらど うでしょうか

1705 広島県広島市中区吉島西

女 40代

一度太田川のイ カ ダレースとか出てみたい。上流から下流まで

1706 広島県広島市安芸区矢野南

男 40代

1707 広島県広島市中区吉島東

男 50代

1708 広島県安芸郡府中町山田

男 70歳以上

1709 広島県広島市中区江波東

男 70歳以上

河道内の樹木が繁茂しており，計画の流量は流れる のでしょうか。祇園水門から上
流には水辺に近づける 施設がないため，利用している 人が少ないよ うに感じる

男 60代

1711 広島県広島市中区舟入川口町

女 30代

滝山川以外の河川にもダムなど の治水施設が必要

太田川が以前に比べて清浄され，色々な用途で使われている ことはすばらしいと思う 災害にも強い太田川になってほしい
こんなに川幅がある のにいつもの太田川を 見て大雨の時の様子を 見る とこんなに

1710 広島県広島市西区井口

休日に訪れてリフレッシュできる よ うなところになってほしい

子ど もが遊べそうなところがあったので入ろうとしたら「カ ミツ キガメがおる けえ，指が

水は山林があってのもの，都会の人もそのことを 考えて山林に対する 税も支払った
ほうがよ い

・災害に対する 備えを 再チェ ックし，弱いところは補強，改修など によ り強化する 。
・京橋川のカ フェ テラ スのよ うな人が集まり楽しむことのできる 場所を 増やす

広島を 支えている 川なので，リバーウォ ークなど を したり，もっと親しめる 行事があ
る といいなと思います。吉島の川沿いは桜がきれいですよ
災害に強く，人々に親しまれる 空間としてよ りよ い整備を 追及してほしい

大芝水門下流は色々整備されています。新庄橋の下には大きなゲートボール場なら 大雨での水害になる ところは例年同じ場所のよ うです。県・市としての対策を 行なっ
びに己斐橋のほうの沿岸は水辺が大変きれいになりました

てもらえないでしょうか

自然災害の発生しない，また広島の水の都としての環境の整備

広島の水の都として誇れる 太田川になってほしい

よ し（あし）を 植えてほしい。自然の浄水力があります。太田川放水路，ほかの川でも 子ど もの頃から本川が大雨の後，ものすごく権権流れたのを 見てます。放水路のお
植えられたらど うでしょう

陰でそういう形を 現在見ません。今後とも河川管理よ ろしくお願いします

・環境・景観利用は良くなっている と思う ・今後は災害対策に注力せざ る を 得ない

全体として種々の対策は進んできたが，台風など によ る 災害は避けられず，今後と

のではないか

もコスト削減も含めた創意工夫を 凝らし着実に整備を 進めてもらいたい

清掃活動のお陰か前よ りきれいになっている

広島市民がもっと自覚し，ゴミを 捨てないよ うな川にする

可部線を 利用し，三滝辺り放水路を 通る 時は一年を 通し季節の移ろいを 感じる こと 戦後，放水路ができる 前，まだ天満川があった頃，洪水になり兎がいた草やぶも石
1712 広島県広島市安佐南区古市

女 60代

1713 広島県東広島市西条上市町

女 30代

1714 広島県広島市南区丹那町

女 30代

ができます。あびの潜水，青さぎ，白さぎ，渡りのかもの食事時休憩時の様子，つが

橋もゲン ゴロ ウやメダカ がいた小川は激しい濁流に飲まれて子供心に恐ろしい思い

いのおしど り，ヌ ーの泳ぎ，小猛禽類…結構楽しめます。人間の手が入りすぎず，

を しました。愛すべきせせらぎも，一度牙を むくと自然の脅威丸出しに。多くの生物

ゆったりした川幅の流れが衆人環視の中での自然も守られている のではと思います

（人間も）が共存できる 環境であってほしい

「あまり水はきれいじゃない」というイ メージが強い。加えて太田川周辺は浸水被害の 今以上の洪水対策も必要だと思うが，無駄な「整備」はやめ，自然と共存する 方法を
可能性が高いとよ く聞くので，家を 建てる なら周辺は避けたい…
私の生まれは福山。芦田川は水質が悪く学生時代レガッタを していた際，芦田川での
練習は辛いものでした。広島に来て太田川でアユがつれたり水遊びができる のに
びっくりでした。このよ うな状態を 保たれている 広島の皆さんに拍手です！

1715 広島県広島市南区西蟹屋

女 60代

1716 広島県東広島市西条町寺家

女 50代

通勤途中でいつも川を 見ています。川の水が濁って魚がいる のかいないのかよ く分
からない。以前はもっと見えたと思う（猿猴川）
心安らぐ 場所だと思っている

男 60代

富な水量の河川に恵まれた都会は少なかったよ うに思う。反面広島は山を 下る とす
ぐ 海となり，平野部が全くといってよ いほど ない。これが物足りない

1718 広島県東広島市西条町寺家

男 70歳以上

下水の排水口を 減らせないものかと思う。川がかわいそうな気がする

オープ ン カ フェ など 積極的な川の街広島ならではのアイ デアがとてもよ いと思って
1719 広島県東広島市西条町寺家

女 30代

市民が親しみを このままもたれる 川であってほしい。広島の水辺に対する 取り組み
を 絶やさずに

水がきれいになってほしい
災害に強い太田川になる こと

かつてサラ リーマン 時代，日本全国各地を 転勤して回ったけど ，太田川のよ うな豊
1717 広島県広島市西区高須

考えてほしい

いる 。ただ，この自慢できる 川についてもっと広く知ってもらう（災害や環境につい
て）必要がある のではないか。このたび初めて知る ことが多かった。もっと詳しく知り
たい

現在の広島は太田川の恩恵を 受けて水の豊かな環境のよ うに思われる けど ，その
こと以外に市内のあち こち に湧き水がある ため，水飢饉がないのでしょうか。水量豊
富な太田川はそのまま残して河川敷を まだ拡張して平野部を 少しでも多く作ってほし
い
少年時代に1日中泳いでいたよ うに，きれいな水が流れてほしい（白島長寿園近くに
在住）
自分たち にとって身近な川がど んな状態である のか知る ことで，みんながきれいに
し，水も人も豊かな川であってほしい。水の流れを 見ている と心落ち 着くものであ
る 。私もよ く緊張を 解きほぐ すために散歩したり，ベン チに座っていたことがある 。
汚く，水の少ない川では人の心まで豊かにする ことはできないし，そんな川に集う人
も少ないと思う
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住所

1720 広島県東広島市西条町御薗宇

性
別

年
齢

男 40代

問４

問５

京橋川，元安川の水質がよ くないよ うに思います

上流から河口の各地域での環境対策がもっと重要になってくる と思います

下流域のオープ ン カ フェ や水辺のコン サートとしての利用はとてもすばらしいと思い 緑豊かな多くの生物が生息できる よ うなきれいな川になってほしい。子ど もたち が故

1721 広島県広島市安佐南区古市

女 30代

ます。観光資源としてもっと活用してもいいと思います

郷の自慢にできる よ うな

1722 広島県広島市安佐南区西原

男 20代

平和公園近くの川では泳ぐ 気にならない。とっても汚い

緑色の川から青色の川へ変わってほしい

1723 広島県広島市安佐南区長楽寺

男 60代

広島のシン ボルとして今後も美しい環境を 保つ

1724 広島県広島市安芸区瀬野町

女 30代

・水量を 増やし，アユなど の育つ環境を 整える ・沿岸を 緑地帯として整備 ・沿線の
下水を 更に整備
水がきれいでみんなが安心して遊べたり休憩できたりする 場になればいいなと思いま
す
・さらに自然工法を 取り入れ，生物（人間を 含めて）環境に配慮してもらいたい ・河

1725 広島県広島市東区戸坂大上

男 60代

川敷の駐車場を ウイ ークデーでも解放してもらいたい。高齢者は土日だけでなく，車

水の流れは今以上に変更しないこと

で行き河畔を 歩きたい。特に車椅子の人を 散歩させたい。 ・河川内の流木など の
障害物を 除去してもらいたい（ハゼ釣りに困っている ）

1726 広島県広島市安佐北区可部

女 30代

1727 広島県広島市南区向洋新町

女 30代

広島市を 代表する 川だが，汚いイ メージが強いのが残念

私たち 人間にとっても，欠かせない水を 大切にしていきたいと思う。多くの川が広島
にはある ので，全国にもアピ ールできる よ うな川づくりを していけたらと思う

大正14（1925）年私が生まれたときから始まった太田川放水路の建設は上流の大雨
1728 広島県広島市南区

男

によ る 洪水を 防ぐ のに役立ったが未だ一度も放流されたことがないが，その施設は
今後も旧市内の市民に安堵を もたらすであろう

澄んだきれいな川を 取り戻すよ うに。そして何よ り災害時の情報が遅れる ことが多い
ので，いざ という時の対策がきち んとされている 安全な川として今後も存在してほしい
広島市民一人一人が大切にし，感謝する 気持ち を もてる よ うにしたらよ いと思う。
ぱっと見る ときれいよ りう〜ん汚い，と思ってしまうので，これが「わーきれい！」と思
える よ うになる と良いなあ…
一昔前，基町の太田川川辺に小屋を 建てて人が住んだ時は途中の排水溝から流れ
る 塵芥，汚水によ り私が住んでいる 海岸2丁目（前は海）の海は一面に塵芥が漂っ
ていた。今は清浄で隔世の感がある 。中国山東省青島の海岸は流入する 川がない
ので沖も美しい

1729 広島県広島市安芸区矢野東

女 60代

家族で遊べる 環境にしてほしい。例えばプ ール，歩道

色々な魚が見られる 広場公園にしてほしい。いす，針葉樹

1730 広島県広島市安芸区矢野南

女 40代

今でも十分に機能的で親しみやすい

広島市の象徴的な存在であってほしい。他県から来た人も憩える 場になってほしい

1731 広島県広島市安芸区矢野西

男 70歳以上

川辺は整備不足なところがある と思う

川を 利用した安全な交通機関（船など の市内廻り）

1732 広島県広島市西区己斐上

女 60代

1733 広島県広島市安佐南区長束

男 30代

1734 広島県三次市大田幸町
1735 広島県三次市江田川之内町

本当に水が少なくなった。また，よ ごれも（ゴミ等）多くなったと思う。八木梅林など 遠
足で行くのを 楽しみにしていた，また，このよ うな河原で楽しめる ところがほしい

もたち に楽しませたい。 ・放水路もきれいでＳ40年〜42年ごろまでカ ブ トガニがい
ました。 ・子ど もの頃水泳場ができる のを 楽しみにしていました。

広島のメイ ン リバーとして少し賑わいがない。中区辺りはよ いが安佐南区エリアでの さらなる 安全強化。広島の歴史，文化を 伝える 1級河川として今後も大切にしていき
水辺で楽しめる 整備がほしい

たい

男 60代

中山間地では川幅が狭いところもある ので，洪水時対策が必要である と思う

広島県の「シン ボル」となる ，また日本の川として文化を 伝える 名川になってほしい

女 40代

河川を 整備しつつ，自然も大切に守られている 印象を 受けます

安心して見守れる 太田川であってほしいとおもいます

1736 広島県呉市吾妻

女 20代

1737 広島県呉市上内神町

男 40代

この前シャレオであった水道局のイ ベン トに参加して「太田川の水」を いただきまし
た。おいしかったです！これからも太田川のおいしい水が飲みたいです。
太田川は広島県を 代表する 川だと思います。上流ではアユつりで賑わったりもする
清流だと思います

県民の意識改革を 必要とする のでは…と思います。以前北広島町に住んでいまし
た。当時と比べる とゴミ，雑木など 多くなっている よ う感じる ので，住民・県民の意識

いつも車に乗って太田川を 見ています。きれいに整備してある な，このままであった 災害は太田川だけが対策を しても意味がないと思います。周りの土地や私たち 住民

女 30代

1739 広島県呉市広大新開

女 40代

太田川の美しさを 「その②環境編」を 見て感じた

1740 広島県呉市豊浜町豊島

男 40代

広島のシン ボルのイ メージがある

1741 広島県呉市苗代町

男 20歳未満

1742 広島県呉市広横路

男 30代

1743 広島県呉市寺本町

男 50代

1744 広島県江田島市江田島町切串

女 40代

1745 広島県呉市和庄

女 70歳以上

1746 広島県呉市神原町

男 60代

1747 広島県呉市川尻町

男 70歳以上

1748 広島県呉市押込

女 60代

らいいのにと思います。このよ うに住民に意見を 求めてもらえる のは嬉いです

も含めた大きな組織で環境整備など 対策を する 必要がある と思います
太田川の水の美しさ，周辺の環境を 守りながら，災害時にはすばやい対策を しなけ
ればいけないなあと思った
親しみやすさ，美しさを 残し観光の目玉ともなってほしい

太田川には行ったことがないので，太田川ともっと親しみ，太田川のことを もっと知り 水を 更にきれいにして水の中に顔を 入れて目を あけられる くらいにしてほしい。釣り
たい。全国で有名になる よ うにしてほしい

など を 禁止や時間を 制限して生き物を 増やしてほしい

自然豊かでとても人気スポットにもなっている ところはとてもよ いことだと思う。これか
らも大切にしてほしいとともに自分も大切にしたいともう。
中流域へよ くドラ イ ブ にいきますが，自然がすばらしく楽しんで帰ります。

過去の自然災害，これからの浸水等の被害予想のデータを もとに少しでも防げる よ
うにアクショ ン を 起こしてほしいです。災害はいつでも待ったなしだと思う。そのため
に使われる 税金であればみんな納得する と思う
いつまでも水のきれいな自然の姿が残る 風景であってほしいです

私の住む江田島でも太田川の水を 飲料水としていただいています。去年のよ うな断
水が起こらないよ う，設備の点検を お願いします
きれいな水の流れの太田川で幅広い年齢層の方々がしっかり楽しめている と思いま 水の都広島として美しい太田川の自然を このまま壊さぬよ うに維持していってほしい
すが，みんなで協力して汚れなき美しい川を 保持し続けてほしいです

と思います

水がきれいである

今後もきれいな水を 保つよ うに

最大最高の大雨，台風など 恒久的展望に立ち ，広島100年の計を 立てて意識的，計 治山治水，堤防その他水害対策と同時に山の植林，森林対策など 総合政策，展望
画的に重要課題，順位性を 立てる ことに配慮が足りない

広島は75年間草木も生えないといわれた街が，木と水辺が美しく世界中の人々が平
男 60代

京都の川床料理のよ うな店があればいいとおもいます

を 変える 必要がある と思います

1738 広島県呉市広古新開

1749 広島県呉市阿賀南

自然が多く魚も多く泳ぎ，水も豊かに流れている ことを 。また，夏には水遊びも子ど

和公園に来て感動されます。広島の街は祈りと希望の街です。川はゆっくり時ととも
に流れています。これからも川を 大切にしてください。

的計画を 立案する こと

広島の川には「がんぎ」という石段が多くあります。私はピ ースボラ ン ティアとして広
島の川を 多くの人々に説明しています。水を 求めて川に入った人々の思いを 話して
います。広島の川は特別な川です。平和の大切さを 伝える 聖なる 川です。大切にし
ましょう。

河川工作物（堰やダム）が多く流砂機能が低下している とともに，森の恵みが瀬戸内 太田川流域では下流の広島市が大きな恩恵を 受けている 。上流へのその恩恵を 再
1750 広島県江田島市能美町鹿川

男 50代

1751 広島県江田島市能美町鹿川

女 50代

1752 広島県安芸高田市吉田町川本

男 60代

1753 広島県広島市佐伯区五日市駅前

女 60代

海に運ばれていないと考えています。更に魚介類の移動の障害となっている 。流域

評価し，税の投入など を 積極的に図り，水環境を 含めた整備に積極的に取り組むべ

全体で対策を 考える 必要がある 。

きである

太田川についての話は始めてこのよ うなアン ケートで知りましたので、知らない人に このままであまり手を 入れないよ うにしたほうが、そこに住んでいる 生き物たち にも
はいいと思う

いいことだと思います

あまりきれいでないと思う。ゴミが散乱している ところもある 。市民総出で清掃しては

太田川放水路の河川敷を もっと整備して市民のいこいの広場的にしてほしい。その

ど うか？レジャーボートは海に係留すべき

ためにはもう少しきれいにする こと！ゴミを なくしてほしいものです
きれいな水流を 維持してほしいです。山林開発など を なくして子供たち に恵の川であ

川原の広い放水路沿いにはもう少しファ ミリー向けに手を 加えてほしいです。でも、 る ことを 伝えていける よ う、身近にいくつもの遊びの場があれば・・・。余談ですが、
1754 広島県広島市安佐南区山本

女 30代

太田川はよ く遊びに利用します。お金もかからないし、子供が思い切り遊べてありが 京橋川は恋人の集う川のイ メージです。天満川は潮の匂うイ メージで、元安川は
やっぱりドームのイ メージです。川が子供の頃から身近にあってありがたいです。下

たいスポットです

流の川の個性を もっと出してほしい
1755 広島県広島市西区三滝本町

女 50代

1756 広島県広島市西区小河内町
1757 広島県広島市西区己斐大迫

水が汚いと思います。貝捕りを している 人がたくさんいますが、本当に食べられる の あまり人工的に手を 入れないでほしいです。河岸にドッグラ ン を 作ってほしいです。
か不思議です。

ウチのわんこを 連れて行きたい

女 50代

前の頃よ りすごくきれいになったと思う。太田川を よ くしよ うという思いが感じられる

自然災害や事故が起きないよ うな環境を 作ってほしい

男 50代

楽しめる 場としてさらに整備してほしい

さらに良好な水質を 保つこと

1758 広島県広島市安佐南区山本

男 70歳以上

1759 広島県広島市安佐南区相田

男 50代

1760 広島県広島市安佐南区古市

男 60代

最近の太田川の水質はきれいになって参りましたが、昔は川で泳いだり水遊びができ 太田川に、鯉・鮒・やまめ等を 多数放流し、水質を よ くし、釣りが楽しめる よ うにして
ましたが、まだ泳ぐ 気にはなれません

いただきたい

太田川は広島の誇りで宝である

できる だけ自然を 生かし、人工物を 作らないよ うにしてほしい

川の中に大木や土砂が積もりゴミがかかる など 、本来の川の姿がなく増水時の水
流・水量の障害となり、河川の維持管理を している 国交省の姿勢に問題がある 。ス
ポーツ 施設を 考える のもいいが、本来の河川の目的を 第一に考える べき

1761 広島県広島市佐伯区観音台

女 30代

1762 広島県広島市安佐南区西原

女 60代

川の中の樹・土砂のないすっきりした河川、ゴミ等も定期的に処理し、きれいな川の
姿

少し離れたところに住んでいる ので、シジミ捕りや川土手で遊びたいと思っても交通

これからも水質が保たれる よ うみんなが気を つけないといけないと思います。ダム

手段が分からないのでなかなかいけません。上流域は自然も豊かで癒されます

の水も有効に無駄なく使用する ことが大切だと思いました

ゴルフの練習は禁止のはずなのにパターだけでなく川の中へボン ボン 打ち 込んでい
る のを 厳しく取り締まってほしい。子供たち が見てますよ
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オープ ン カ フェ を もう少し広げてほしい
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住所

性
別

年
齢

問４

問５

阪神淡路大震災・中越沖地震等によ り、未だに大きな負傷を 負って多くの住民が苦
しんでおり、以前は太田川氾濫によ って沿線の人々は二度と災害から避ける ことを
願って広島市発展、子孫繁栄のために太田川大工事によ って今日の太田川治水工
1763 広島県広島市西区山田町

男 70歳以上

事が完成したものである が、今日の太田川を 観察する と今回の台風４号に重ねて梅
雨全線以外に天災は何が重なって大災害を もたらすか分からないことを 教えられ
た。よ って太田川はこれでよ いかと問われてもＮＯと答える だけである 。少なくとも、
これだけでもと思うことを 提案したい

1764 広島県広島市西区古江上

女 30代

1765 広島県広島市西区己斐東

女 70歳以上

1766 広島県安芸高田市吉田町相合

男 40代

1767 広島県豊田郡大崎上島町中野

女 50代

アユがつれたりしてとてもきれいな水なんだなと思いました。大芝の辺りは草など がき
れいにされていて嬉しいですが、太田川ゴルフ場辺りは緑が減ったよ うに思います

広島市は中国地方の経済発展の根拠地として避けて通れない重要な地点である 。し
かし、歴史的にも近代発展的にも人が集まりやすく経済発展に恵まれている が、派
手なことには集中し地味なことは議論から遠ざ かる 嫌いがある 。私は川土手道路を
厚く、高くし、市中との道路は橋の付け根で方向転換できる よ うにすれば道路も土手
道路も丈夫で高さも高くなる し、満潮時と言えど も梅雨・大雨に対し十分耐えられる と
思う

週末だけでなく平日も駐車場を 開放してほしい

水がずいぶんきれいになった。水辺の整備が進んでいる 。オープ ン カ フェ を 利用し もっと水辺に草を 植えてほしい。少子化でもう昔のよ うに子供たち が勝手に水辺で遊
てます。遊歩道など 素敵である

ぶのは無理だと思いますから、魚が泳げたり釣りができたりする ところを 作ってほしい

バス停のところに自転車置き場を 作り、樹を 切って見やすくする

魚を 釣れる 場所を 決めれば子供が楽しめる

源流を 見て段々大きくなり大勢の人が恩恵を 受けありがたいです。息子が大阪転勤
1768 広島県広島市南区段原

女 70歳以上

したときとてもまずく、京都でも私自身食堂で吐き気がして食事を せずでました。広島

川のそばで生活しなくてはならない方々の事、ど うぞ守ってあげて下さい

に生まれ育って現在のある ことを 感謝してます
1769 広島県広島市佐伯区五日市

男 70歳以上

川上の森林の整備及び植林

川上からの船で旅ができる よ うにする 。ボラ ン ティアによ り整備していく

1770 広島県広島市東区戸坂数甲

男 70歳以上

水は命の宝です。管理され豊かに流れている 川に安らぎを 感じます

今後も豊かに流れますよ う祈っています。管理ありがとうござ います

1771 広島県広島市東区中山西

女 40代

沿川が美しいところと、そうでないところの差が大きい

太田川はど こもみなきれいだなと思える よ うになってほしい

1772 広島県広島市安芸区上瀬野

女 30代

見た目に汚い感じがする

1773 広島県広島市安佐南区高取南
1774 広島県広島市安佐南区山本

男 60代
女 40代

せっかく川べりがきれいになりつつある ので、川の色も透明度が増すことを 期待して
います

護岸工事等で整備されている 地区といまだ上流の飯室地区等で軟弱な地区がある 。 安川のよ うにここ１０年くらいで祇園・中須地区の整備されて公園に美しく環境が変
台風・梅雨等で多雨時には洪水が心配される 地域が未だに残っている

化している 。太田川もこの安川の例のよ うになればいいと思う

新庄橋付近はシジミ捕りやバーベキューなど 楽しそうに遊んでいる 人が見えていい

以前は花火大会があったが、今はそのよ うなものがない。みんなで楽しめる よ うな催

なと思う

しがあればいい。自転車で通る サイ クリン グロ ードを 整備してほしい

太田川は広島市の水源です。この豊かな水源のお陰で私たち の暮らしは成り立って
1775 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

女 40代

います。台所や洗濯の排水を 石鹸を 使うことで自然に帰りやすくする など 気を つけ
ていきたいと思っています

もっと広報等で合成洗剤が環境を 悪化する ことなど 知らせたり、川の周りのゴミ拾い
ボラ ン ティアなど を 募ったりしたいいのにと思います

自然の生態系を 軽視した開発、暮らしと密着した自然生態系の維持が暮らしの荒廃
1776 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

男 70歳以上

によ りできなくなっており、それに異常降雨が重なっている ので人間の暮らしと自然が 結果として動物や魚、植物が育つ環境になる ためには皆の努力や施策が必要

1777 広島県広島市中区光南

男 40代

地元の河川として親しみがある

守られよ うに良い施策を

1778 広島県広島市西区楠木町

女 20歳未満

1779 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 50代

1780 広島県広島市安芸区矢野西

女 40代

治水機能を 高めつつ、環境に配慮した親しめる 川となってもらいたい

家の前が太田川だが、割ときれいだと思う。船など もたまに行きかいしている し、鳥な これからも水質を 良好なまま保ち 、多くの生き物が暮らしていける よ うな川にしてほ
ど もいてとても良い環境なのではないか

しい

下流部はかなり整備されている よ うに思うが、上流部についてはあまり情報がない

特にはないが、なる べく税金を 無駄遣いしないよ うな効率的な整備を 望みます

広島市のシン ボル的なもの。川の近くを 通ったり、見えたりする とホッとする 。ゴルフ
場で農薬を たくさん使っている と聞くが、太田川河川敷のゴルフ場はど うなのでしょう
か？
1781 広島県広島市安佐北区狩留家町

男 70歳以上

1782 広島県広島市安佐北区白木町井原

男 60代

1783 広島県広島市安佐北区白木町三田

女 60代

1784 広島県広島市安佐北区深川

女 30代

1785 広島県広島市安佐北区上深川町

女 60代

1786 広島県廿日市市平良

女 50代

魚がもっと多く住める 川にしてほしい。冬季には水門を あけて魚道を 確保する こと
上流部からの整備。流木にならないよ う山の手入れ・土砂撤去・水路の確保。田畑
の荒地・水路整備。里山整備と用水路整備
川によ っては整備されていない箇所もあり、観光とか活用の利便性で決められてい

少ない

報を 分かりやすく提供していってほしい

美味しい水を 飲める のも太田川がきれいである と思います

河床に砂が多くある ところがある のでそれを のけてほしいです

ら転勤できた人はまず太田川の存在を 一番好印象に思われています。広島県人とし

太田川中流域の水量があまりにも少ない。発電優先の利用はやめる べきだ

1788 広島県広島市佐伯区楽々園

男 40代

広島を 代表する 川。ただし、あまりきれいではない。中州に砂や木が多すぎる
わが家は太田川下流域に当たる 地域にありますが、近辺の太田川についてはとても
満足してます。堤防に桜の木が植えてあり、いすが備え付けられている 場所など そこ
で休んでいる と心から川のある 町に住んでいてよ かった、と思えます。憩いの場とし
てはとても満足しています

1791 広島県広島市佐伯区五日市町口和田

女 40代

1792 広島県佐伯区湯来町菅沢黒谷

男 30代

市内の川全部に航路を 整備し、雁木タクシーよ りも大型の定期船でバス・電車と同じ
交通機関にしたら・・・

男 60代

女 30代

水質。河川利用（遊び場としての河川利用）

太田川流域住民にもっと川を 大切に、有効にとの考えが広まる といいと思う。川の情

1787 広島県広島市佐伯区

1790 広島県広島市佐伯区五日市中央

堤防を 整備し、効用化してほしい

台風シーズン になる と不安なところがある 。子供たち が遊べる スポット・イ ベン トが

て「川のある 町・川を 中心に緑のある 町」として誇りに思っています

女 30代

ほしい

る のでは・・・？川底の泥を ど うにかできないか？

上流・中流・下流域と色々な用途で広域的に利用されその役割は大きい。都市部か

1789 広島県広島市西区庚午中

水がきれいである こと、ゴミがないこと。美味しく安全である こと。憩いの場になって

川が育む「生命の絆」として多くの生物が生息できる 良質な水質を 守ってください。食
糧を 諸外国に依存する のではなく、農業も発展できる そんなビ ジョ ン も描けますね
川は古くから治水が優先。治水なくて国は治められぬ。太田川ゴルフ場への取水を
なぜ止めた。捨て水の再利用こそ利水の目的がある 。再考せよ
京都賀茂川のよ うにカ ップ ルが寛げる 場があってもいいのでは・・
全国に誇れる 川になってほしいです。そのためにはまず周囲の人々の注目を 集め
「太田川を きれいにしていこう」という意識を 高めさせる ことが必要かなと思っていま
す

努力されている だろうが、水質が悪い。子供を 連れて見に行こうとはあまり思いませ 水質改善され、周囲の整備。安全に水辺で遊べて川沿いできち んとバーベキューな
ん。ゴミなど が流れている し・・・

ど できたらいいのに。使う人の心がけ次第でもありますが

日本名水１００選に選ばれたとは知りませんでした。これからもきれいな川である よ う 台風・大雨が降っても安心できる 太田川であり、大人・子供が楽しく遊べる 場を 作っ
一人ひとり心がけていきたいです

てほしい

水が少ない・汚い。生物の多様性が失われている

安易な護岸工事な行わない。必要なものは自然環境に沿ったものとする

河川の整備時、よ くコン クリートにしてしまいがち ですが、もっと昔の河川の状況・状 人工的にあまりにも整備された太田川にはしないでほしい。河川を きれいに保つに
1793 広島県廿日市市可愛

1794 広島県三次市十日市南

女 60代

男 50代

態を 知る ことは必要ではないですが、単に河川を 拡大したりコン クリートにしたりす

はやはり「排水」を ど うする か、「ゴミの流出を ど うする のか」にかかっている と思い

る ことは自然の破壊力にはひとたまりもないことはよ くご存知と思います。もう少し歴 ます。はやく下水道整備を 希望します。特に広島市内よ り山間部はまだまだその影す
史的に見直しされてはいかがでしょうか

ら見えない状況です。全ての河川は見えないがつながっている のですから・・

広島市内では親水化が進んでいていいことだとおもう

上流から下流まで一層の親水化と防災対策が進むことを 期待いたします

水量が豊富でうらやましい。水道代が尾道に比べものすごく安いので驚きました。ま
1795 広島県尾道市東則末町

女 40代

た、以前広報誌で広島の水のことを 読んで、その水質についても知り良いなと思って これからも今のままの太田川を 守っていってほしい

1796 広島県広島市西区井口台

男 60代

河口の整備に注力してほしい

いました
上流の山林保護によ る 水質と、水質の確保を 望みます

都市を 流れる 河川としては良好な状態である ので今のままを 維持する こと。多くの堤 流域の林相を 山の土質にあった木を 育てる 。それによ って保水力のアップ 、土石の
1797 広島県広島市西区鈴が峰町

男 70歳以上

防が完成してから相当時間がたっている のと、堤防を 構成している 土が砂を 主として 流出を 防ぐ 。中流域の河床・川道の整備を する 。農業に使用された廃材を 川に流
いる ので、中が空洞化したところがある のでは？
太田川花火大会がなくなって以来足を 運んでいないので、現在の川の様子は分かり

1798 広島県安芸郡府中町大通

女 30代

ませんが、あの頃水がとてもきれいだと感じたのを 覚えています。今も変わらない美
しい川だと信じています

1799 広島県広島市西区己斐上

男 70歳以上

1800 広島県広島市安佐北区口田南

男 70歳以上

1801 広島県広島市東区温品

女 40代

1802 広島県広島市東区牛田新町

女 50代

1803 広島県東広島市高屋町高屋東

男 50代

1804 広島県豊田郡大崎上島町
1805 広島県庄原市西城町大屋
1806 広島県呉市西鹿田

女 70歳以上

昔はど こでも水浴ができた。ど こか川で水浴のできる ところができないか、子供や孫
たち に・・

すのを なくする よ うに広報しては？
ホタルが川に帰ってきてくれたら嬉しいです。今の子供たち は本物を 知らないと思い
ます。夏になったら美しいホタルの光が見られる 川になったら素敵ですね
太田川の源流域地区に広葉樹の植林によ って内海の水の浄化ができる

素晴らしい太田川。さらに環境を よ く保全に努めて災害のないよ う配慮してほしい
とてもきれいな水・景色というイ メージだが、普段川沿いを 車で通る だけです。県内

川沿いを もっと整備し、色々なイ ベン トを し、身近な存在になる と太田川を もっと知

の者は当たり前の、ど こにでもある という感覚です

る ことができる と思う

川の都市広島としてきれいで安全を 守る 川として子供の頃から教育してほしい

市民に親しみやすい、また市民で守っていく川として今回のよ うに知らせてほしい

男 60代

川で泳いだりする ところがないので、水辺整備してほしい

上流にダムを 作らないこと

男 50代

昭和４０年代には可部にアユが多くいた。なぜかな？

上流の針葉樹を 広葉樹に変えてほしい。できなければ造林の手入れを する こと

学生時代は仲間とキャン プ など よ く出かけましたが、現在は呉市に住みほとんど 足
を 運んでいません。ゆっくり流域を 訪ねる 会が計画されれば参加したいと思います
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今後も広島県のシン ボルとして人々に潤いを 与えてほしいと思います
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住所

1807 広島県広島市南区堀越

性
別

年
齢

男 40代

問４

問５

もう少し子供たち が楽しめる 場所を 作ってほしい
現在の太田川はオープ ン カ フェ を オープ ン したとき「ゴミ」が多く出る と思われる 。

1808 広島県呉市広中新開

男 70歳以上

各自が持ち 帰る ということを している か？また、コン サート等を 開いたら大人数が集
まる 。これまた「ゴミ」が出る ものと思われる
太田川は広島市にとって大切な自然資産。これからも大切に守っていかなければい

このまま水質を 保てる よ うにしてください
先日元安川からクルージン グに乗ったら川の水が非常に汚れていた。各箇所の川
を 渡る 人がポイ 捨てしていないかパトロ ールしてもらいたい

1809 広島県広島市南区堀越

男 70歳以上

1810 広島県広島市東区上温品

女 50代

川の中に木・草が多く生えている ところがあり整備してほしい

1811 広島県広島市東区福田

男 50代

治水・環境ともそこそこの感じがする 。まだ危険だし、まだ自然が不足している

1812 広島県広島市南区仁保新町

男 70歳以上

た。今はヘドロ で埋まっている 。高潮のとき仁保橋の袂にいた、潮が公園に向かって さに市民の憩いの場所作りを 進めてください。行政と市民が一体となって川を 守る よ
流れ始めていた。大変危険である

う仕向けてください

1813 広島県広島市東区牛田早稲田

男 70歳以上

護岸整備と自然美との調和が良好

昔は軍都、今は水都。美しい広島は水と人から発展

1814 広島県広島市安佐北区亀崎

男

太田川はきれいなところもある がまだまだきれいにしてもらいたい

広域的に利用されている が、子供が遊ぶとき危ないところがある

桜の季節に川舟に乗って遊覧したことがある 。大変美しい風景が両岸に続き、広島

川辺を 歩いている とき、川底が黒くひど く汚いなぁと思うことがある 。遠くから眺めて

けない

水辺の憩いの場を たくさん作ってください
災害に強くいつでも楽しむことのできる 、素敵な太田川になる といいなと思っていま
す
川の近くの子供が川で安全に遊べる 場所を 増やしてほしい

昭和３０年代までは猿候川・仁保橋付近はハマグリ・アサリ・シャコ等が多く取れてい 太田川の上流、猿候川の河口を 含めて子供たち が川の水で遊び貝掘りができる 、ま

1815 広島県広島市東区馬木

1816 広島県広島市東区中山新町

女 60代

女 60代

1817 広島県広島市安芸区瀬野

女 20代

1818 広島県広島市東区山根町

男 50代

に住むものとして誇りに思い、強い感動を 覚えた。それからは意識的に街の風景・川 も美しい川、近くで目を 凝らしても美しい川になればと思う。自分にできる ことは何か
の風景を 見、美しい広島を 探す自分がいる 。しっとりと緑多い水の都広島に愛着を

ある

太田川ゴルフ場のところだけ、遊歩道など 安心して散歩ができないのが大変残念で

他県の人々に広島県には「太田川あり」と胸を 張れる よ うな川になれば・・と思いま

す

す。昔のよ うにアユがたくさん泳いでいる よ うな！

通学途中に電車から見える 太田川の河岸の桜並木を 見る のが毎年楽しみです。水
質もきれいでとてもいい環境だとおもいます

災害対策はある 程度できている が、もっと人員を 増やしパトロ ールを 強化してほしい

1820 広島県広島市西区南観音

女 30代

広島市を 象徴している

1822 広島県広島市西区己斐上

女 30代

1823 広島県広島市西区己斐上

女 50代

た、もっと多くの人々に普及する よ うイ ベン ト情報の宣伝を してほしい。だが、水質
コン クリートで固める ことを やめる べきです

男 20代

男 60代

せっかく素晴らしい川がたくさん存在する のに、まだまだイ ベン トが少なく感じる 。ま
はもち ろん変わらず保ってほしい

1819 広島県広島市西区井口

1821 広島県広島市西区観音本町

と考える とき、それは家庭排水ではないか。本当に一人ひとりが気を つけたいもので

持っている 。特に家庭から流れる 水にも気を つける よ うにしている

今でもやっている と思いますが、もう少し色々なイ ベン トを して広島を 盛り上げてほし
い
全国でも良い水とされている 広島の水、その源である 太田川を よ りきれいにして、よ
り市民に親しまれる 太田川作りを 目指していただきたいと思います

太田川沿いを 散歩する ときは季節的にいい時期を 選びますので、いつもきれいだ

国際都市・広島の美しい川として特色を 出して、もっとにぎわうよ うに水辺の行事を

なーと感じます

考えても面白いと思います

私は転勤が多く色々な都市で住んでいましたが、太田川を 見る とど の水系も結構川

時々、護岸工事を 見る のですが上記とは逆に川幅が狭くなっている 川があります

幅が広く美しく管理されている と思います

が、大丈夫だろうかと感じる ときもあります
市民の憩いの場を たくさん作る 。川辺のオープ ン カ フェ 等作る

デルタ地帯の市街地護岸は相当進んでいる と思います。しかし、天満川沿いの右岸 類を 見ないデルタ地帯全体を 美しく市民の憩いの場として周辺の整備に努力してい
1824 広島県広島市西区三滝本町

女 60代

の護岸工事が未着工のままに成っています。早急に正規の材料で「嵩上げ」工事を

ます。これからも市民が守っていかねばと思います。この太田川は子孫から預かっ

してほしい。私有地等で諸般の事情がある かと思いますが、町全体の防災に対し放

ている ものです。これからの人たち に自慢できる 川にしていかねばならないのでは。
私たち は今何を すべきかを 考えたい

置する わけにはいかないと思います

小さいころ太田川で泳げました。あの頃と比べる と川は汚れています。今、川の近くま
1825 広島県広島市南区宇品神田

女 30代

私が今住んでいる 場所は、川から遠くまた高い場所なので水害なんて思ってもみな

で行くとゴミがたくさん落ち ています。少しでも美しい川であってほしいと思います。同

いけど 、テレビ で見てよ く浸水している ところは雨が降る たびに心配だと思います

じ太田川でも水内と川内では水のきれいさが全然違います。あんなふうにきれいなら
とも思います。災害が多いのが気になります

1826 広島県広島市安佐北区亀山

男 60代

1827 広島県山県郡安芸太田町穴

男 60代

西区の太田川は整備されて催し物があったり、会が催されて良い方向に行っている と
思います
気軽に子供が遊べない。昔は中広に住んでいました。学校から帰る と水着を つけそ
のまま川へ飛び込みに行きました

みんなに分かる よ うなＰＲを してもっと活用できる 場所になる といい
水質がきれいになり、子供が安心して遊べる よ う整備を してもらいたい

1828 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 50代

きれいにな川の部分もある けど 、下流ではにおいがきついところがある

下流まできれいな水になる よ うに、周りのゴミを 捨てないよ うな環境にしてほしい

1829 広島県広島市安佐北区落合南

男 40代

水の量が少ないので、いつも汚れている と思う

水の量を もう少し多く流して川の中を 清掃してください

1830 広島県広島市中区銀山町

男 70歳以上

川底が汚れている

魚が遡上する よ うな川にしたい

1831 広島県広島市東区矢賀

男 60代

昭和３０年代よ り整備が進み、緑化によ り美しい川がよ みがえりつつある

1832 広島県広島市西区己斐中

女 30代

河岸の樹木が多すぎる

1833 広島県広島市中区上幟町

女 40代

が大切。ゴミを 捨てない、汚さない等公衆道徳を わきまえる こと。市行政がもう少し熱 以前の清い水の川であってほしい

1834 広島県広島市東区温品

男 60代

流れを 清くする ため、清掃活動に予算措置

1835 広島県広島市中区舟入南

女 50代

1836 広島県広島市中区河原町

女 60代

1837 広島県広島市安佐南区安東

女 60代

環境整備、親水性対策については活力ある 広島を 生み出すべき。治水に関しては
国・県・市がよ りミーティン グを し、洪水についての情報管理を 徹底すべき
小さな子供でも近づける 公園を 整備してほしい

我々広島市居住者がもう少し水の大切さを 認識し、一人ひとりが環境を よ くする こと
心であってほしい部分あり

1838 広島県安芸郡府中町清水ヶ丘

男 60代

以前のよ うに遊泳できる 川に

下流域は整備され、水と緑のスペースがある のが、自転車で橋を 渡る たびに素晴ら 水質を 保って、多くの生物が生息できる きれいな川であり続ける よ うにしてほしい。
しい環境だなと感じています。それとあわせて、今ある 自然も残してほしい
息子が小さいころ、京橋川の水が干潮になる と小さいカ ニがたくさんいましたが、今
はほとんど 見ないし、汚泥がたまっている よ うに見えます

女 50代

デルタ地帯に住んでいる ので、いつか災害に見舞われる よ うな気がします

相当きれいになったがまだ不十分

プ レジャーボートの禁止、水質保全、ＰＲを もっと積極的に

特に広島市域はこの２０年間ぐ らいで護岸整備が進み、水質とともに随分きれいに

水質保全とともに①川の岸辺に水の流れを 作って歩ける よ うにし、水に触れる よ う

なり「水の都ひろしま」の名に相応しくなった。平和公園を 訪れる 外国人観光客にも

にしてほしい②モーターボートを なくしてほしい③下流部に国道２号線の下が歩ける

自慢できる

1839 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

浸水が起こらないよ うな整備、特に埋め立て地や地下は恐ろしいですので・・

よ うに護岸歩道を 作ってほしい

最近とてもきれいに整備され気持ち がいい歩道になりましたが、樹木は植えっぱな
し、ゴミは散らかったまま、人の意識の充実も大いに広報してほしい

私の住むところは川よ り低い位置にあり、最近の大雨・暴風には神経を 尖らせてお
りますが、堰堤がきれいになり美観もよ くなりましたが、底に積もったヘドロ でまた水
面が悪くなれば、洪水の原因になる のではと恐ろしく思います
3年くらいまでシジミ掘りが盛んになっていたのですが、昨年くらいよ りめっきり掘る 人

1840 広島県山県郡北広島町都志見

男 50代

が減りましたね。貝がないからではありませんか？蜆の放流を もう少し多くしてみては
いかがでしょうか？

1841 広島県広島市安芸区矢野西
1842 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

男 40代
男 60代

やはり上・中流部において災害に備えて危険性の高いところから護岸補強してほしい

女 60代

造物にしてほしい

最近、アユが少ないと聞いています。アユが好むコケ等が多く付くよ うに自然を 壊さ
ないで！
上流には中電のダムがある が、建設後土砂が流入して貯水槽が減少して防災効果

1843 広島県広島市安佐南区毘沙門台

自然も大切で、できる だけ人工構造物は作らず、作る としても生物の住みやすい構

に疑問があって温井ダムが中流に建設されたが、最近の集中豪雨でダムからの放水
で安佐北区で大災害が発生している 。何のためのダムか分からない。災害復旧で無
駄な税金が使われている

梅雨の時期以外は川の水がち ょろち ょろ流れていて、舟で川下もところど ころにダム
があってできない。四万十川のよ うに温井ダム以下のダムを 開放して観光的行事が
行われればみんなで川を きれいにしよ うという気になる と思う

1844 広島県山県郡北広島町吉木

男 70歳以上

自然が豊かで水辺に多くの人が集まる イ ベン トがある

災害が起きないよ うにする

1845 広島県東広島市安芸津町

女 70歳以上

太田川の川幅が中流部は狭いのでは？

災害対策を 速やかにする よ うに

災害等のため支流となる 小さな川の護岸が次々と応急的にコン クリート化されている 自然環境等によ り、自然は色々変化する がそれに全て人間の力で応じる ことは難し
1846 広島県広島市東区牛田南

男 30代

のを みる と少々不気味に感じます。大雨のとき一気に本流に水が集まり、そこで何か いことです。また、災害も繰り返される ことでしょうが人と川との関係が持ち つ持たれ
が起こる のではと・・

つ広島の母なる 川となる ことを 祈ります

1847 広島県広島市安佐北区安佐町毛木

男 70歳以上

きれいな水が流れていて気持ち がよ い

ますます水がきれいになる こと

1848 広島県広島市安芸区中野町

男 30代

1849 広島県東広島市福富町

女 20代

1850 広島県広島市安佐南区大塚東

男 60代

1851 広島県広島市安佐南区上安

男 40代

広範囲の地域において恩恵にあずかっておりますことを 感謝しております。管理を さ 人類あらゆる 生物・動物を 幸せにする 「水」。大切にする ことを あらゆる 情報で教
れておられる 方々、ご苦労等多いと思いますがよ ろしくお願い申し上げます
下流域はとにかく汚いイ メージがあります。下流域に住むものとしてきれいな川で
あってほしい。子供と一緒に川で泳ぎたい

育する
悪臭のないクリーン な川であってほしい

平常時は水が少なく水質も悪く、大雨が降る たびに水害が発生し、生活不安を 感じて 災害に強く一定の水量が確保され、生活の不安を 解消し魚類等豊富な資源が確保さ
いる 。発電ダムの関係で特に中流は水量が少なくアユ等の成長が悪い

れる 太田川であってほしい

上流域・中流域は分かりませんが、市内を 流れている 下流域はゴミが浮き、時折くさ 上・中・下の全ての流域において、子供たち が安心して水遊びのできる 川になれば
いと感じる ことがあります。下流域の浄化が重要である と思います
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幸せだと思います

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

大雨の際、上流のダムを 開けて水を 流したことでヤナセが浸水し、施設や道路が水
1852 広島県広島市安芸区畑賀

女 30代

没し、今でもその傷跡が残っており、自然の恐ろしさを 感じます。最小限にとど める た
めの工夫や設備がまだまだ必要だと感じました

1853 広島県山県郡北広島町有田
1854 広島県広島市安佐南区上安

女 50代
男 60代

市の規制を 軽減し、川辺にカ フェ や休憩できる スポットを 増やしたら良いと思いま
す。広島は外国人や観光客が多く、真夏の暑いさなか原爆ドーム周辺を 散策し、体
を 休める 場所が本通りまでないのはとてもしんど いことだと思います。緑豊かな川辺
に涼める 空間を 提供し、広島にもっとお客さんが来てもらえる とよ いと思います

流域の皆様の努力で川がきれいに保たれている 。恩恵を 受けている 全ての人は何

川そのものを 大切にする とともに上流域の森林の保全、乱開発の防止等、恩恵を 受

かの形でお返しを する ことが大切

けている 人みんなの協力で推進すべきだ

広島の水は美味しく、それは太田川の水質のよ さによ る ものだということは、私たち

災害対策の更なる 強化と、水不足に陥らない水の確保を お願いします。今回のよ う

広島人の誇りです

な水に関する 周知活動も必要だと思います

広島で一番大きな川であり、場所によ っては川の中へ入る こともできいいと思うが、

もっと川の近くを 歩ける よ うに整備されて、自然の川の中で泳いだり遊んだりできる

1855 広島県広島市安芸区矢野東

女 50代

水が汚いのが悲しい。もっと水がきれいになれば子供たち も遊べる よ うになり、自然 よ うになってほしい。きれいな川の中で泳ぐ 魚を 見たり、夏にはホタルを 見たりと本来
と触れる ことができて良いと思う

の自然の中で過ごしたい

1856 広島県安芸郡坂町

女 30代

災害対策にもっと力を 入れてください

利用する 人のマナーを 正してください

1857 広島県安芸郡熊野町萩原

女 50代

下流の整備に重点が置かれ、上流の整備が置き去りにされている

1858 広島県広島市安芸区瀬野西

女 30代

1859 広島県広島市安芸区中野

男 30代

1860 広島県広島市安芸区中野東

女 50代

1861 広島県安芸郡坂町

女 60代

1862 広島県安芸郡坂町小屋浦

女 40代

1863 広島県広島市安芸区中野

女 20代

川幅が広く、海から近く潮の干満が分かりやすい。でも市中心近くの猿候川や京橋川
はヘドロ があり、水が青くど ぶくさいと思う

太田川に流れ込む支流の整備も含め、いつも清流が流れる 川にしていきたい。ま
た、川沿いの道を 歩いて下流から上流までいける よ うにしてほしい
災害に強く、市中心部の川の水が青く見える くらいきれいにしてほしい。戦前は太田
川でも泳げたらしい。水を 浄化する アシやそういう草や木を 植えて水を きれいにして
ほしい

たぶん努力して太田川の整備を されている と思いますが、草やゴミが多いよ うに思
います

今以上にきれいな水にしてほしい。できれば日本一に・・。毎年に夏にホタルがたくさ
ん見れる 日本一の太田川にしてほしい。太田川好きです。花火大会がなくなったのは
残念です

ゴミが浮いている 。草等が生えている 。水が良好ではない
広島自体の緑の環境はとてもよ く、太田川についても同様で自然を 楽しめる 場所や
多目的に利用できる 場所が多いと思う

私たち も気を つけなくてはならない
旧市内で、川が分岐してデルタ地帯にもなっている という不運がある し、川が多い分
橋も多くて交通面においても橋上の渋滞や歩道との兼ね合いもあって不便で危険な
場所もたくさんある と思うので、その辺の整備も大切だと思う

街中の水はきれいではありません

豊かな生活を 潤してくれる よ うな清い流れであってほしい
本音は、せせらぎ公園のよ うな場所があち こち にあり、休日にはのんびり家族で遊
びに行ける といい。大雨・梅雨・台風のよ うな自然の悪物はいつ来る かわからない
ので、それに対応できる 堤防強化だと思います

1864 広島県広島市安芸区中野

男 40代

1865 広島県広島市安芸区中野東

男 60代

犬の散歩公園にはしたくない。車できては犬を 自由に離し散歩させフン はそのまま。
川原にゴミが多すぎる
オープ ン カ フェ など 川の景色を 楽しめる よ うになったのは素敵ですが、何年か前の
土砂災害は本当に川の怖さを 知りました。今は、きれいに何事もなかったよ うに修
復・補強されている と感じる
太田川のそばに住んだことがないので、生活の中で実感として太田川を 身近に感じ

1866 広島県安芸郡熊野町

女 60代

る ことが少ないです。ただ、広島で一番重要な川だということは小学校の頃から水道
局の見学など で体験学習する ことで感じています

きれいな川原にしてほしい

異常気象が続いていて、いつど んな災害がある か分からないので、一層の事故防
止の監視を してほしい。きれいな川を 保ってほしい

これまでど おりきれいな環境と水質を 保ち 続ける ことはもち ろんですが、よ り身近に
感じる ことができる よ うなイ ベン トや広報活動を 行ってほしいなと思います
今行っている 活動を 維持していただき、自然と災害対策がマッチする よ うにしてくださ

1867 広島県広島市安佐南区八木

男 50代

大きな水害もなく、安心なイ メージがある 。また、水質もよ くきれいなイ メージである

1868 広島県広島市東区牛田新町

女 30代

近年よ く整備できだしたと思う

太田川沿いに自転車道を できる だけ多く造ってほしい。放水路から上流に続けて

1869 広島県広島市東区光町

女 30代

水質の汚染に気を つける 。特に工場から出る 排水の監視

市民の憩いの場所

私は広島市できれいな太田川を 毎日見ていますが、上流ではゴミ拾いやお年寄りの
1870 広島県広島市南区段原

女 30代

方が川土手の斜面で草刈を しておられます。この人たち の努力を 忘れてはいけない
と思います

1871 広島県広島市東区中山新町
1872 広島県広島市南区南蟹屋
1873 広島県東広島市黒瀬町
1874 広島県広島市佐伯区五日市駅前

女 30代
男 60代
女 40代
男 60代

い。人工的な河川は冷たい感じがする

広島のシン ボルとして「太田川」が自慢できます。これからもあまり手を 加えず自然
体で利活用すべきだと思います
もっともっと太田川が生活にとって必要かつ親しみのある 場になってほしいです。子

とても親しみを 感じています

供と遊ぶ場を もっと整備してほしい

みんなが力を 合わせればもっと水質もきれいになっていくと思うし、放置ゴミなど なく きれいな水質を 保持し、外来魚のすむことのない自然な生態系を 作ってほしい。ま
して見た目もきれいになってほしい

た、人々が人に親しんでいける よ う整備していってほしい

河川敷が整備されている ところもある が、ゴミがたまっていたりヘドロ 状態のところは 川の流れを スムーズにして、氾濫を 防ぐ ためにも川の中のゴミや木を 取り除いたり、
においが気になる

堤防のチェ ック強化したらいいと思う

あまり美しいイ メージはない。川の町広島としては残念に思う

リバークルーズを もっと市民の日常の足へと拡げていける と渋滞緩和につながる と
思う

台風１８号が大潮と重なっていれば・・を みて驚いた。旧市内が９０％は浸水していて
1875 広島県廿日市市佐方

男 40代

いる ではないか！地球温暖化が進んでおり、近い将来ありうる ことです。高速道路

河川は横割り行政でなく、上流〜下流まで一貫した行政を してほしい。太田川の取り

だ・球場だ、といったことに大金を 使わないでもっと市民生活に直結したことに大切な 組みは理解できました。下流の水害対策を 今後ど う取り組むのか見えない
税金を 使ってほしい
昔に比べて地域で太田川のよ り良い環境を 守っていこうとする 取り組みが増えたよ

たくさんの生物が生息できる 美しい水質を 保ち 、住民の憩いの場となる よ うな川を こ

1876 広島県広島市安佐北区落合南

女 40代

1877 広島県廿日市市物見西

女 40代

1878 広島県安芸郡海田町南大正町

男 40代

1879 広島県江田島市小用

女 40代

下流〜中流では水がきれいと思えない。ゴミも捨てられている

1880 広島県広島市佐伯区五日市町美鈴園

女 30代

水質が悪い気がします。川の水の色が汚い

1881 広島県広島市佐伯区観音台

女 50代

可部に流れる 水が少ない

魚が住む、水量の多い川

1882 広島県広島市佐伯区楽々園

男 70歳以上

大きな災害を 考える と怖くなってくる 。何もなかったのでよ かったと思います

これからも安全で住みよ い太田川を 確保してほしいです

１９年６月１１日にある 探歩会で水川辺を 初めてゆっくり歩きました。こんな美しい水

やはり自然豊かを 重んじ、自然災害には不十分だと感じますのでこのことは県民一

辺を 広島が持っている 宝と感じましたので、影の努力を 感じました。自然が素晴らし

人ひとりが気づき、これに携わる 方々にお任せを して大切にしていってほしいです。

い。災害については晴れている と気づかないことが多々です

お金を かけずにど うすればいいのでしょうか

1883 広島県広島市佐伯区五日市町寺田

女 70歳以上

1884 広島県広島市佐伯区藤の木

男 70歳以上

1885 広島県広島市西区都町

女 30代

1886 広島県広島市西区新庄町

女 40代

1887 広島県広島市西区己斐大迫

女 30代

1888 広島県広島市西区己斐中

女 50代

うに感じます

れからも維持してほしいと思います

上流は汚れている 、川で遊ぶことができない、堤防で川に下りる ことができない

誰もが遊べる 川に

上流・中流域の環境を 維持し、安佐南区可部辺りの河川敷の整備を 進めたらいいと
思う

下流域の河川敷を 整備し、もっと容易に使える 公園・緑地化が望ましいと思う
きれいな水質・崩れない堤防
子供が安全に水で遊べる ところを 作ってほしい。子供が遊ぶところが少ない気がしま
す

良質な水の維持。緑を 増やし災害対策にも力を 入れていただきたいと思っています

水も以前よ りよ くなったよ うです。水害のときのことを 考え、早く工事を してほしい。八
川の中の樹木が大きくなり、中洲等ができ水害時には危ないと思う

幡川の中にも樹木があり水害のとき心配です。土手の木も大きくなりつつあります。
桜の木はよ いアイ デアだと思います

1889 広島県広島市西区

男 40代

もっと自然、緑豊かで多くの人が親しみ集う河川になる ことを 望みます
市民の憩いの場としても整備してほしい。緑の少ない都市広島を 変える ために沿川

川の町広島のシン ボル的な川

に緑を ！

ゴミや流木など 流れていたり、岸にたまっていたりする のはとても残念です

私たち の住んでいる 方面の河川敷も子供たち の川遊びが気軽にできる 場所があっ
たらいいなと思います
駐車場を 増やし、気軽に足を 運べる 場所にしてほしい。また、サイ クリン グ専用道路

1890 広島県広島市西区己斐東

女 50代

整備されている ところとされていないところの差が激しい。駐車場が少ない

があれば通勤通学に便利。危険時はすばやく、川へ近づかないよ うによ り電光掲示
板ではっきり知らせる

以前は山手橋の下で蜆を たくさん採っていました。最近は誰も見かけません。蜆がい

1891 広島県安芸郡府中町宮の町

女 40代

1892 広島県広島市中区舟入中町

男 40代

河川生産物を 独占させる な

1893 広島県広島市安佐南区長束

女 30代

広島の代表となる 川なので、その名の通り力を 注いで守っていける よ うにと思います 美しい水の川、自然を 大切にする 川

1894 広島県広島市安佐南区八木

女 20歳未満

なくなったのかな・・と思えば悲しいですね

駐車場を あち こち につくり、いつでも川辺で遊んだり休んだりする 場所がほしいです
淡水魚の宝庫に育ててほしい。そのために３年毎の禁魚区を 設け魚数の確保に努
める のも一案です

今から１５年位前に中流域辺りでしょうか、子供たち と泳ぎました。きれいで冷たくてと
ても楽しく、そのときの写真は大きく引き伸ばしパネルにして今でも飾っています。良

近場で泳げる よ うな川であってほしいですね

い思い出です。これからもそんな川であってほしいです
1895 広島県広島市安佐南区安東

男

不法係留の船の撤去、新たな合法的な係留施設の設置
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川魚・鰻・かに・えびがいっぱいいて子供が遊ぶ姿が多く見られる 川にしてほしい。
バーベキューができる 施設・スペースを つくってほしい

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

子供の鏡にならないといけない立場の大人が一番マナーが悪いです。ゴルフの打
ち っぱなしの練習を している 人、家庭ごみを ビ ニールに入れて捨てている 人、犬の
1896 広島県広島市安佐南区中筋

女 70歳以上

糞を 拾わない人。マナーの悪い人が大変多いです！犬の散歩など で河川敷を よ く
利用しますが狸がゴミを 漁っていました。びっくりしました。ど この山から来たのでしょ
うか・・

1897 広島県安芸郡海田町昭和中町

女 50代

1898 広島県安芸郡海田町東昭和町

男 50代

1899 広島県江田島市切串

男 60代

良好な水を 保ち 、川で泳いだり水遊びができる 整備を お願いしたいです。川の水が
大変汚いですし、河川敷に犬の散歩でいくと本当に残念なことがいっぱいです。たて
看板など 立ててください。祇園大橋の北側のゲートボール場でよ く年寄りがゲームを
楽しまれていますが、男性は立ち ショ ン を 、女性は川に向かっておしっこを していま
す。子供や小動物も散歩したり手を 触れる ところで大変不衛生です。注意する か看
板を 必ず立ててください

洗剤など がそのまま流れてとても汚く、泳いだりできないのでもっともっときれいにす

とてもきれいで生物がいっぱいいて学校など で生物の観察ができる よ うに生物を 増

る といい

やしていきたい

広島に移り住んで１０年余りになります。以前に比べてゴミが少なくなりホッとしていま やはり水は大切です。今以上に水の汚れないよ う、各家庭の排水で洗剤を 選ぶのも
す。それぞれのほうが汚さないよ うに気を つける べきと思います

方法です。もう少し洗剤への関心を 持つよ うにしてくれればと思います

昔に比べて災害が減った

きれいな水で自然が楽しめる 環境を 保ってほしい

1900 広島県呉市広三芦

女 60代

岸壁が汚い

せせらぎ公園のよ うに気軽に遊びに行ける 所が増える といいと思う

1901 広島県東広島市黒瀬町

男 40代

河川敷を 上手に使っている 。私の住む町の川もそのよ うになってほしい

自然豊かで魚のたくさん住める 川にしてほしい。下流まで

1902 広島県安芸郡海田町栄町

女 30代

1903 広島県安芸郡海田町成本

女 30代

1904 広島県東広島市西条町西条

男 30代

太田川での災害でこれだけの人が死亡している のはびっくりです

これからは洪水がきても大丈夫のよ うに考えてもらいたいです

1905 広島県東広島市八本松町原

女 30代

以前よ りも水質が改善された

様々な生物が生息し、子供たち に生きた学習ができる よ うな川。安全な川

高陽に実家がありますが、台風など で増水する とゴルフ場など 河川敷が水に浸かっ
ている のを 見る と不安になります
中流域ではアユが取れる ほど きれいな川が、いつも見る 下流域ではあまりきれいと
は思えない

最近水道モニターとして広島の水について勉強しておりますが、太田川の水がこれほ
1906 広島県広島市安芸区中野

男 60代

ど までに利用されている ことに驚くとともに、最近有料配布の始まった「ボトルウォ ー
ター」には非常に関心を 持っています

1907 広島県東広島市西条本町

男 70歳以上

1908 広島県東広島市西条中央

女 50代

1909 広島県東広島市西条栄町

女 40代

1910 広島県広島市西区大宮

女 40代

1911 広島県竹原市下野町

女 40代

1912 広島県東広島市八本松町原

男 60代

1913 広島県広島市西区南観音
1914 広島県東広島市黒瀬町

下流域の川底のヘドロ の除去

もう少し子供がのびのび遊べる 場所を 増やしてほしいです。駐車場も一緒に
太田川の水辺の風景を もっと観光的にも資源としたいな

私がよ く川で泳いでいた昭和20年代後半から３０年代初めの頃のよ うなきれいな川
を 夢見ています
河床を 掘り下げ元ＪＲ可部線の代替交通機関としての利用。観光スポットとして活用

東広島市民は太田川の水を 飲んでいる ので今以上に環境（水の質）を 汚すことは避
けてほしい。時々魚が大量に死んでいたというニュースを 聞くと不安になる

自然との共存が望ましいので、最低必要な工事以外を 施工する のは反対

駐車場が限られている のでなかなか太田川で遊ぶことができない

子供たち が安全に楽しく遊べる ところ。水質の安全確保

昔のよ うな風情はなく、あまり市民に活用されている とは思えない。花火大会がなく

一年に一回でいいので、何かイ ベン トがあればいい。水は澄んでほしいが、あの広

なってから一年中シーン としていて淋しい

い河川域に市民が集まって楽しめる 一日があったらとても嬉しい

水辺が少しずつ整備されにぎやかです

もっと長く水辺を 整備してほしい

川から見て建物が正面になる よ うに建てられた物があってよ い。そのよ うな建物整

①川底の土砂が汚いので改善が必要ではないか②ウォ ータフロ ン トは災害対策が

備を 進める 必要がある よ うに思う

講じられたことがまず優先される べきであろう

男 50代

ゴルフ場を なくする こと、下流の堤防を 高くする

県政・市政・国土交通省は実際に早くやってほしいです。川の堤防を 高くする よ うに

男 60代

生活になくてはならない大切な太田川です

誰から見てもいつもきれいな川だと思われる よ うな太田川を 望みます

思ったよ り水はきれいに感じる 。災害対策等で仕方ないが、護岸されていたり底がさ 災害対策は必要と思うが、環境や景観が無視されてしまうのは我慢できない。両立で

1915 広島県広島市安芸区瀬野西

女 30代

らってあったりで景観が美しくない（市内のことしか分かりませんが・・・

きる よ うな対策を 望む

1916 広島県広島市安佐南区伴東

男 70歳以上

今のままでよ い

災害がない川にしてください

1917 広島県広島市安佐北区安佐町宮野

男 60代

沿川がゴミの山なのできれいに

川の近くでの焼却場を 除去する こと

1918 広島県広島市西区大宮

女 60代

以前に比べ水が少しきれいになってきた。放水路の両岸の草が伸びすぎ

1919 広島県広島市西区古江西町

男 30代

護岸が整備されてとても美しい河川だと思う

子供時代に過ごした夏の太田川。小さな子供でも川エビ ・ど じょう・うなぎ・はやを 捕っ
たり石投げ・水遊びできたらいいな
子供の頃に西原地区で自然の美しい護岸で毎日遊んでいたので、いつまでも残して
いってほしい！また現在は庚午に住んでいる ので大雨で河川が氾濫しないよ うな護
岸作りを お願いします

1920 広島県広島市安佐北区可部南

男 40代

温井ダムができたら水害が多く発生する 。自治と中国電力との連絡網に不備がある 水害のない川にしてほしい

1921 広島県広島市南区本浦町

女 40代

広島のシン ボル的景色だと思います。水のきれいな街・川の町として大切な存在です きだし、私たち 市民も小さな工夫でも太田川を 大切にする ことができる ことを 意識し

1922 広島県三次市十日市南

男 40代

川幅が広く、河川敷が整備されている 。県南部の飲料水として送水されている

1923 広島県広島市安佐北区口田

男 60代

周辺の樹木が多く、歩いて気持ち がいいところがある がまだ少ない

私たち の日常生活の中にも「太田川につながっている 」という意識を もって啓発すべ
て生活しなければと思います
水質の改善、堤防の決壊を 防ぐ
自転車で乗っている と、樹木を 道に沿って植えてほしい。例えば、長寿園の近くのよ
うにジョ ギン グ・散歩での日陰がほしい
現在、太田川の近くに住んでおり、この時期アユ釣りを する 人の風景など を よ く見か
1924 広島県広島市安佐北区口田南

女 50代

広島市に来る まであまり大きな川を 見たことがなかったので、その大きさや水の豊か けのど かさを 感じる 。反面、大雨になる とゴルフ場辺りがすっぽり浸かっている のを
みる と災害の怖さも感じる 。自然を そのまま残し防災のための対策も・・というと難し

さに驚いた

いところだと思うが、できる 限りみんなに愛される 太田川であってほしい
子供たち と安全・自由に遊べる 公園が整備されている といい。年寄りの散歩コース

1925 広島県安芸高田市八千代町下根

女 60代

川の中には木がないほうが見た目はよ いが、安全面は分からない

1926 広島県広島市安芸区矢野西

男 60代

川を みんなで守る ＰＲを 行う。船の運行を 少なくする 。川のヘドロ 除去を 早めに行う 一人ひとりが監視して後世に渡すのも自分たち の役目だと思っています

1927 広島県安芸郡海田町中店

女 20代

汚れている

1928 広島県広島市安佐北区口田

男 30代

1929 広島県広島市安佐北区口田南

男 70歳以上

美しい川になってほしいです

上流域での整備不足を 感じます。子供たち が安心して川に親しめる 、川のことを 知
る ことができる よ うな環境づくりに期待します

男 60代

らえる 様な川であってほしいです

いな親水スペースがほしい

小魚に恵まれた川

のよ うに考えられていますか？工事に疑問がある ！太田川下流において河幅を 一

水質はもち ろんですが、西区庚午橋〜商工セン ター方面付近の土手川のゴミ対策を
男 70歳以上

強化する 。私は毎年町内会として太田川クリーン 一斉清掃に参加しております。車か
らのポイ 捨ても原因がある と思います。今年も参加します

1932 広島県安芸郡海田町上市

女 30代

1933 広島県広島市南区出汐

男 50代

1934 広島県広島市安佐南区川内

男 40代

男 60代

女 30代

1937 広島県広島市安佐南区安東

女 60代

1938 広島県広島市安佐南区祇園

女 30代

道路を 兼用になっている 護岸は道路として整備してほしい

防災に強い太田川を 維持してください。私は昭和１２年生まれですが、４歳のとき高
潮で大水に出会い近くの小学校へ小船で避難した経験があります

なる 。整備が不十分なところもある よ うなので、早急に対処願いたい

とができる 川であってほしい

川魚とか川の名産品ができる よ うに特徴的な生態系もあっていいのではないか？

ゴミのない川にしてください

水運が身近でなくなり、橋や堤防での交通渋滞の要因となっている 。公園化とともに
交通確保にも一役ほしい

ほかの川や他府県の川と比べてど うかというと、やや物足りない面もある のではない
でしょうか？

1936 広島県広島市安佐南区緑井

環境については現状でよ いと思う。調査して被災の可能性のある 箇所を 改修する 。

昨年の台風１４号の災害は記憶に新しい。大きい川ゆえに災害となる と被害も大きく 広島を 代表する 川。これからも美しくまた子供たち が安心して遊び、自然と触れる こ

昔の太田川と比べる と隔世の感があり、整備は進んでいる と思います。ただ県内の
1935 広島県広島市安佐南区西原

境を 望みます）私たち の郷土には美しい太田川がある と、今の子供たち に言っても

災害の少ない安全な川。公園みたいな川。緑の多い環境に恵まれた川。水質もよ く

部狭めて地震対策工事を されたが、この工法の必要性に疑問がある

1931 広島県広島市西区草津東

全ての人に潤いのある 河川であってほしい（太田川を 全国に誇れる よ うな防災と環

往年のごとく安心して子供も老人も楽しめる 川にしていただきたい。安全ゾ ーン みた
最近の雨量は今まで考えられなかったゲリラ 豪雨が発生している が、この対策はど

1930 広島県広島市安佐北区亀崎

にはベン チがいろんなところに設置してあればよ い

公園化を 進め身近な親水性を 強めてほしい
支流の整備が大切だと思います。ど の川も昔に比べる と荒れている 面があります。
また、源流域・安芸冠山と聞きますがど この山もそうですが、荒廃が進み生活の変化
で山の手入れがされず、人々が関心を 持って手入れなど ボラ ン ティアでやったりす
る ・・など 県民が参加する ことももっと拡大される とよ いかと思います

水遊びを したり、水辺に人が集える カ フェ ができたり、水環境の整備ができつつある
と思う

自然環境を 大切にする ことを 第一に、今まで以上に生活に深く関わる 癒しの場所と
しての太田川になってほしい。小学校等で太田川を 通して環境保護の啓発を してほし
い

水（川）の都、広島の景観を 大切にしたい

今以上もっと水がきれいになる といいですね

よ く家族でサイ クリン グロ ードを 利用する のですが、川辺で休んだり水鳥を 眺めたり
と子供たち と楽しませてもらっている ので、これがもっと上流まで続いて距離が伸び
ればいいなと思います
1939 広島県広島市安佐南区緑井

女 40代

1940 広島県広島市安佐南区大町東

女 50代

太田川近くに住んでいてもあまり馴染みがありません。汚いというイ メージが強く
て・・・

川に関する イ ベン トを 中流域など で増やし、行きやすい場になればいいです

以前の大水で川の中に大きな石や木が転がっている 。ゴミはど んど んのけていけば 太田川というよ りそこまでの小さい川がいい。水遊びする 安心・安全なところがある
いいのでは・・

といいですね
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昭和１０年代を 太田川沿いに育ったので、筏が流れたり舟が上がってきたりアユがた スポーツ 施設を 作る とか遊び場を 作る など あまり手を 加えないで、自然に任せた流
1941 広島県広島市安佐南区大町西

男 70歳以上

くさんいた昔の太田川の姿が忘れられない。夏になる と流れが固まってしまう太田川 水を 確保したい。上流にある 不要なダムなど できる だけ撤去して水の豊かさを 取り戻
したい

はもはや川ではない
1942 広島県広島市安佐南区西原

男 30代

1943 広島県東広島市西条本町

女 60代

川の水もきれいなことろはたくさんの魚もいて、子供たち が楽しく遊べる ところも多く
なってきている が、雁木タクシーが中区の辺りだけなのが残念です

動物や植物が一つでも多く生息できる よ うな川であってほしいと思います
広報活動も必要と思います。一本の川に頼りすぎてもし何かあったときのことを 考え

広島の母なる 川！一本の川が果たしている 力の大きさに感謝しています

る と怖くなります。そのための色々な場面を 想定しての対策を 是非お願いしたいと思
います

可部よ り上流は流木が多い。堤防・河床に草木が茂りすぎ。大芝水門よ り下流の６
1944 広島県呉市焼山東

男 60代

つの川はヘドロ 状で汚い。洪水時、災害が多く発生している 。ダム放流時のサイ レ
ン の合図等が県民に広報されていない

洪水時災害のない川にする 。川を 清掃する （流木・草木の撤去伐採）。大芝水門よ
り下流の川の河床に砂を 入れる

島嶼部に住んでいる 私としては現在のままでよ い。水が美味しい気がする 。安心して 島嶼部に住んでいる のですが、この前の水不足はとても困った。日頃からの管の点

1945 広島県江田島市能美町高田

女 40代

飲める

検を 怠らないでほしい。水不足が一番困る

1946 広島県広島市安佐北区可部東

男 50代

水が汚い。ゴミが多い。古川など の支流が特に汚い

四万十川のよ うな清流。支流・上流部での排水規制が必要

1947 広島県広島市安佐北区亀山

男 60代

川の中の流木や樹木を きれいに取り除いてきれいにしてください
太田川の中洲のよ うなところを もう少し整備しきれいにできれば、水鳥など 繁殖しや

1948 広島県広島市西区打越町

女 50代

すいと思います。台風など の後は、速やかに清掃し木切れや竹など 流れていて汚い
ので整備してほしいと思う

安全に生活出来てきれいな川で自然と楽しめる 川にしてもらいたい。一人ひとりがゴ
ミを 捨てないよ うにして美しい川にしよ う
「水の都広島」のイ メージの太田川になる ためにはもっと川底を 掘り、深さを ある 程
度保ち 、リバークルーズが毎日できる よ うにできればいいと思います

1949 広島県広島市西区

男 50代

プ レジャーボートがよ くつながれている が、これはど うなる のか

1950 広島県広島市安佐南区西原

女 40代

規制が多い。中洲の整備が遅れている

安全で有効な利用が多方面に活用できる 一級河川としての価値向上

1951 広島県広島市安佐北区白木町小越

男 70歳以上

三篠川流域なので太田川のことはよ く分からない

現在のままでいいと思います

1952 広島県広島市西区古江西町

男 60代

1953 広島県広島市西区都町

女 40代

各川を 目的別に利用できる よ うに整備する 。例えば、スポーツ の川・釣りの川・観光
の川のよ うに
以前よ りきれいになったよ うに思いますが、人工的なものも目立つよ うになりました。
防災との兼ね合いもありますが、川が川としてある べき姿とど こで折り合いを つける
か、難しいなと感じています
実家が太田川沿いにある のですが、以前も近くの家に浸水したり道路が崩れたりした

1954 広島県安芸高田市甲田町下小原

男 20代

ので心配です。せっかく近くに川があっても川までの道が整備されておらず河原で遊
ぶことも出来ません

災害のない子供が安心して遊べる 川作り

ヘドロ を 除去し、ヘドロ の利用について考える 。例えば、バイ オ・燃料など

太田川の姿があまり人工的な変化を する ことがないよ う、なる べくありのままであっ
てほしいと思います

川沿いを 整備して、小さな子やお年寄りが遊んだり散歩できる よ うな道を 作ったりして
ほしいです
私の住む地域の三篠川にもモズクガニが棲息している のを 見受けます。またカ ワセ

1955 広島県広島市安佐北区白木町三田

男 40代

1956 広島県広島市安芸区畑賀

女 30代

1957 広島県広島市西区

男 70歳以上

流れがある ところはきれいに思える が、流れのよ ど んでいる ところは水質が悪く見

ミやヤマセミも見られます。川から海、そして海から川へと生物が移動できる 川作り、

える

流域の山々の荒廃を 防ぐ ことが大事だと思います。ゴミの不法投棄も監視していく必

あまりきれいでない。しじみが泥臭い

ホタルが住める くらい、蜆が美味しく食べられる くらいきれいな川になってほしい

河川の整備を 進められている が、最重要課題は治水に対する 安全である 。下流を

①安全・・洪水に対して下流は遅れている ②利用・・水量は土師ダムによ って広島は

もっと進めてもらいたい

生きている 。上流からの補給が必要③環境・・現在の整備計画を 進める

要があります

1958 広島県広島市安佐南区伴東

男 70歳以上

1959 広島県広島市安佐南区伴南

男 60代

1960 広島県広島市安佐南区沼田町阿戸

女 60代

1961 広島県広島市中区西白島町

男 30代

京都賀茂川のよ うに納涼のできる よ うな場所が２、３箇所ほしい。宇品に負けず花
火大会がほしい

深さがある といいと思います

川の対岸の山が削り取られ地肌がむき出しのところがあり、美観を 損なうし温暖化防 地球温暖化防止のため川の両岸に木を 植えたり緑地帯または森林帯を 設けてほし
止の面でも緑化すべきである が、対策がなされていない

い。川を きれいにする ためゴミのポイ 捨てや放置に対して厳しい罰則を 設ける こと
無理を しないで安全で安心してみんなが暮らせる 太田川であってほしいです

白島から宇品まで自動車で太田川沿いの土手を 通っていける よ うにしてほしい。ア
ン ダーパスのある ところとないところがあり、いける よ うになれば素晴らしいと思う

世界中の先進地を 研究し、いいところを 取り入れたらいいと思う。環境を 守る のは当
然だし、自然災害については限界がある と思うので情報提供と避難する ことを 注意
する しかないかと思う

安佐大橋から高瀬大橋間を 週２、３回はジョ ギン グ・サイ クリン グと同時にクリーニ 太田川筋を 通る とき、時々すごく泡がぷかぷかと浮かんでいる のを 見ます。上流よ
1962 広島県広島市安佐南区緑井

1963 広島県広島市東区牛田新町

女 60代

女 60代

ン グと太田川大好き人です。川土手に遊歩道がある のはど んなに有難く感謝し、大 り洗剤を 使ったのが流れている のかと思うが、市民の飲み水ゆえに川には石鹸はよ
勢の人が利用している ことかと思うが、川土手に自転車も通れる 遊歩道が全部に

いが洗剤は流さぬよ うに。みんなで「石鹸運動」したらよ い。これは一人二人したくら

あったらど んなに便利でいいかと思う

いでは価値なく、全員の心が必要なので！

牛田新町に住んでいますが、近年の台風・大雨で土砂が流れ込み河床が高くなり以 もち ろんきれいな太田川であってほしいです。沿川に緑を 増やし小さな公園があれ
前と景色がずいぶんと変化しています。時々異臭がします
以前から言われている ことですが、未だに生活排水が垂れ流しになっている よ うで

1964 広島県広島市佐伯区屋代

男 70歳以上

す。それに農薬や化学肥料の地下浸透水が心配です。それ等でど うしてもきれいな
水になりよ うがない気がします

ばウォ ーキン グ時に休憩ができます。できれば公衆トイ レを 設置してほしい
水道水ですら、塩素や重金属が混入している 現在ではもっと科学者や専門化に研究
してもらって、今まで以上の清水になる よ う考えてほしいと思います

あまり太田川には行きません。時々田舎に帰る 時通る くらいです。川土手に緑があ やっぱり災害など のない川がよ いです。自然なものなので、いつ何が起きる か分か
1965 広島県広島市南区東本浦町

女 50代

1966 広島県広島市安佐南区相田

男 30代

1967 広島県広島市安佐南区緑井

男 70歳以上

1968 広島県広島市安佐南区安東

男 40代

1969 広島県江田島市能美町鹿川

男 60代

1970 広島県広島市中区光南

女 50代

1971 広島県広島市西区己斐上

女 50代

1972 広島県広島市東区馬木

女 30代

1973 広島県広島市安芸区中野東

男 70歳以上

1974 広島県広島市西区西観音町

男 60代

1975 広島県広島市安佐南区山本

男 30代

1976 広島県広島市安佐南区上安

る のはよ いですね。ゴルフの芝生など もとても見ていて気持ち よ いです。孫たち を

らないですが、人間の力で災害を 食い止める 整備は出来る と思います。川のそばに

連れて川遊びのできる 場所があれば楽しいですね。木陰つきで！

住んでみたいけど 災害のことを 思うと怖いですね

いいと思います

南観音付近の防波堤にガードレールはつけられませんか？

堤防を 強化する 。河床を 整備する 。水を 一部利用できる よ う地下に大きいダムを

川の水が上がる と警報を 出す。警報はサイ レン 及び赤ラ ン プ を つける 。具体的に

作る

避難箇所を 事前に検討し、一般の人に知らせておくこと

太田川は広島の命の源です。水質保全のため支流を 含めての環境改善と住民意識
の高揚が不足している
水質のよ い川になる よ う、汚れの垂れ流しの監視を 十分にしてもらいたい

洪水災害のない安全な川、人工ゴミのないきれいな川、人が集える 川になってほしい
川底に汚物・汚泥のない魚が住む川になる ことを 望む

花火大会がなくなってとても残念です。野球・ロ ーラ ースケート等多目的広場がたくさ ど んな災害にもめげず自然を 持続できていろんな野鳥・生物が生息できる よ うな太
んあってみんなの憩いの場でもあり、みんなに愛されている 場所だと思います

田川になってほしいです

ど んよ りしていて水もにごっている 。ゴミも浮いている 。散歩されている 方を 見かけ

ゴミのない、水質も安心でき、季節が感じられる 川。花を 植えてほしい。強く希望しま

る とホッとする こともある

す

山からの砂が流れ、流れた先に雑木が茂り、砂のカ サがあがる ばかりで川での雑

下流でも魚が泳いでいる のが目でみて分かる よ うな川になってほしい。河川のゴミの

草・木を うまく利用してほしいかな

減少、流木など は自然のものなのでそれ以外のもの。特に家庭ごみ

良好な水質の保全。水源に地域の山林整備・広葉樹の植栽

自然災害の少ないきれいな水質保全。広島市は川の都といわれる よ うに他市のうら
やむきれいな川面が望まれます
道路が全国的によ くないから水路を 整備したらど うですか？

幼児の遊べる 遊具が少ない。川を 利用した水遊び等できる 場所がない

自転車・ジョ ギン グができる 遊歩道を 整備してはど うか？幼児の遊べる 大きな公園
を 使ってみてはど うか？そうすればもっと太田川に親しめる 気がする
我が母なる 太田川を 災害に強い安心・安全な子供から高齢者まで親しめる 川にして

男 70歳以上

ほしい
日本名水に選ばれた太田川がもっとよ り良好に保たれる よ うにしなければならないと 子供がいる のでよ く川遊びに行きます。上流だけでなくせせらぎ公園でも水質がよ く

1977 広島県広島市安佐南区毘沙門台

女 30代

思う。また、災害にも重点を 置き太田川付近に住んでいても安心して住める よ う日頃 安心して川遊びができる よ うに環境整備してほしい！せっかく近くに素晴らしい公園
から災害対策が必要だと思う

と川がある のだから

1978 広島県広島市安芸区中野東

女 50代

私の住んでいる ところにはないゆったりとした川幅の眺めがよ くうらやましく思う

自然を 残した整備を 希望する

1979 広島県広島市安佐北区大林町

女 60代

きれいに整備されている ところは多くありますが、もっともっと昔に近い自然を 残して 太田川の冠山の発点から広島湾に注ぐ までのマップ を つくり各家庭・広島の主な場

1980 広島県広島市安佐北区可部東

女 20歳未満

1981 広島県広島市安佐北区亀山

男 70歳以上

ほしいところがあります。川の生物やその周りの自然の植物が生き残れる よ う子供た 所に置き、県民がもっともっと自然や環境に関心を 持ち 大切に未来まで受け継ぐ よ
ち がそれに目を 向けられる よ う、大人が率先して努力しましょう

うにしてほしいですね。ひいては地球の大切な資源にも関心が深まる と思います

石がごろごろしている 。魚が少ない

泳いだりしたい。大きくしたい

太田川水系以外への用水供給を 制限または取りやめ、水量を 増加し復元を 図る 。
沿岸部・島部には海水の真水化で対応する

女 40代

ばれ水源としては良好だと思います。環境面でもう少し管理される と子供たち の遊び
場や大人の憩いの場として活用できる と思います

1983 広島県広島市安佐北区亀山西

女 30代

全に資する 。人も生物の一員たる ことを 自覚し、知性を 持って自然と向き合う。破壊
によ る 近代化を 阻止しよ う。子供が安心して泳げる よ う水質の改善努力

広島に住むよ うになって２７年。太田川の水とともに生活してきました。日本名水に選
1982 広島県広島市安佐北区可部南

魚道の設置及び拡幅を 大々的に行い、水生の動植物の増殖を 図って自然環境の保

災害が起きたときはよ く崩れている のを 見かけて怖い

48/76

河川敷や太田川周辺を もっと観光の場として利用する と全国から広島へこられる 方
が増え、広島市の活性化につながる と思います。上流の自然ときれいな水は広島の
誇りとして自慢できる はずです。そのためには広島に住んでいる 人がもっと太田川の
ことを 知る ことが必要ですね
下水道を もっと整備してもっと水質を 良くしてほしい

Ｎｏ ．

住所

1984 広島県広島市安佐北区亀山南
1985 広島県広島市安佐北区三入東
1986 広島県山県郡安芸太田町

性
別

年
齢

男 40代
女 40代
男 70歳以上

1987 広島県福山市沖野上町

男 50代

1988 広島県広島市安佐南区沼田町伴

男 30代

問４

問５

景勝地となる 太田川の場所がたくさんある と思う

眺めのいい場所で人が集まる 場所がいくつかあればいいと思う

広島を 象徴する 川であってほしい。少しでもきれいにしたいものです。太田川の花火 最低でも現状維持はしてほしい。自然の力を 利用して、水質や生物など の保護を 考
大会もまた復活してほしいです

えてほしい

堤防を 強化し洪水時の被害の防止、平常は川の水量を 増やし昔のよ うに生物が生

清流太田川に相応しい豊かな水量ときれいな水で釣り・スポーツ ができる 親しみやす

息できる 環境保存に努めて生きたい

い環境を 望みます

デルタ地帯は水面が豊富であり、もっと利活用すべき。中・上流部の改修が遅れてい
る
可部からの下流の水質が極めて悪いと思う。また、上流では災害の対策が一貫して
行われてない気がする

高潮対策を 進めていただきたい。河川公園を 今以上に整備していただきたい
特に上流では部分的ではなく長いスパン を 一貫して整備してほしい。今後はど こまで
は災害が大きくなる か予測は困難である が、ど の程度の対策を したのか近隣に説明
を してほしい。下流はやはり水質を よ くする こと

私は市内に近いところに住んでいる ので、下流域を よ く目にしますが最近はオープ 今は地球温暖化で世界中の自然が危機にさらされていますが、身近な広島から太田
1989 広島県安芸郡府中町浜田本町

女 30代

ン カ フェ や水上タクシーなど 「水の都広島」としてずいぶん改善されてきていてとても 川を 始めとして水質を これ以上悪くしないよ うに役所や企業や一企業が努めていか
なければいけないと思います。広島のみんなで協力していきましょう！

良いことだと思っています

1990 広島県広島市安佐南区山本

女 20歳未満

1991 広島県広島市安佐南区安東

女 50代

水中にゴミ等が捨ててあったり、水が濁ったりしていて汚いと思う。河川敷の芝生が伸 災害対策を きち んとして、沿川の緑を 増やしスポーツ など が楽しめ、多くの生物が生
びっぱなし

息できる よ うなきれいな川に！

上流についての情報が少ないと思う。今回のよ うな企画を 増やしてほしい

上流を 探る 会等を 作ってもっと上流の事を 知らせたほうがいいと思う

可部の高瀬橋あたりはフリマや自転車コースがあったりと、賑わいの場としてとてもい
1992 広島県広島市安佐南区安東

女 30代

いと思います。己斐辺りも堤防が高くよ く整備されている と思います。一方、手薄な地
区もありまだ安心できる 状況でないことを 「平成１７年の台風１４号のもし・・・」の記
事を 読んで知りました

1993 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 60代

駐車場を 増やして自由に出入りできる よ うに

女 50代

堆積している 。温暖化によ る 天候に川内に住んでいる 住民は洪水が気になる 。洪
水によ る ゴミの散乱・河川敷使用者のゴミの散乱・町内会等によ る 清掃等の計画を
してもよ いのでは！

1995 広島県広島市安佐南区川内
1996 広島県広島市安佐南区安東

男 40代
女 40代

然いっぱいの中で遊ぶのは大人にも子供にも心の栄養になる と思います。浸水しな
いために、堤防の強化・ダムの設置を 望みます
家族で魚釣りとか散策ができる よ うにそのためにも駐車場が必要

洪水のたびに川底の砂、石等が堆積し川底がさらに上がっている 。河川敷にも砂が
1994 広島県広島市安佐南区川内

気軽に川で遊べる ところを もっと増やしてほしいです。公園遊びでは得られない、自

いろんな鳥がいて散歩していても楽しい太田川です。水質を 今以上にきれいにして
いただき、美味しい水道水を 飲みたいと思います。洪水によ る 増水の避難の連絡が
スムーズにできる よ うに日頃から住民に指導を 計ってほしい。中洲に川鵜が異常に
繁殖している 。今のうち に対策を とる よ うにしてほしい。みんなの太田川です。住民
にも協力できる 方法があれば指導してほしい

河川敷の利用方法が分かりにくい

河川敷の利用のしやすさ

広島にとって太田川は大切な資源である から。人に優しい川として今後も愛していき 水質を 良好に保ち 、多くの生物が生息できる よ う我々も水を 汚さないよ うな努力を し
たい

て大切に守っていきたい

水質は以前よ りはよ くなっている と思う。しかし、川辺に近づいてみる と河床には泥
1997 広島県山県郡安芸太田町津浪

男 70歳以上

が沈殿しており、水質も水泳しよ うという気分にはならない。子供の頃は多くの魚類

清流で有名な太田川だった。もっと水量を 増やし水質を 良くして川遊びなど いつでも

が生息して魚釣りで楽しんだが、今は少なく釣りなど する きになれない。また、河原に 川で楽しめる 魅力のある 川であってほしい
はアシが繁殖していて川辺に近づくことも難しい。親水性のない川になってしまった

1998 広島県山県郡安芸太田町津浪

女 60代

1999 広島県山県郡安芸太田町加計

男 60代

上中流域でもっと太田川を 利用する 施設がほしい。施設がなく遊べない

上流中流に川魚を もっと多くして子供たち が太田川を 愛する よ うにしてほしい

先月、太田川右岸の山に手入れにいって驚いた。対岸については堤防がしてある
が、私の山は堤防がない。洪水のときは、山に水が上がり植林した木が水にあらわ

水辺を 美しくしていただきたい

れて木が太田川にたっている のに驚いた。一度調査を して対策を お願いしたい

2000 広島県山県郡安芸太田町下筒賀

男 70歳以上

2001 広島県山県郡安芸太田町加計

男 70歳以上

2002 広島県山県郡安芸太田町

女 60代

2003 広島県山県郡安芸太田町

女 40代

昔のよ うに川で泳げる よ うにきれいにな水にしてほしい。水が汚い。また、いろいろ
な魚がいて住める よ うに水質保全・安全にしてほしい

上記ど おり安心・安全な水で利用できる よ うにしてほしい。河川の樹木の撤去

ダムと天候の関係がある とは承知している が、もっと水がきれいにならないか。生物 太田川周辺に居住している 責任がある が、下水を きれいにする 一人ひとりでありた
が住める 川にならないか

い。やればできる ことを 自覚する

大水が出ても家のほうに水が上がって来なければ何もいうことはありません

このままですと後続もいない状態です

子供の頃から比べる と水のきれいな川。近くまで行き水遊びができる 川では決してあ きれいな水で魚が泳いでいる 。川のそばでもレクレーショ ン ができる よ うになり、生

2004 広島県広島市安佐北区可部
2005 広島県山県郡北広島町大朝

男 70歳以上
男 70歳以上

りません。洪水の後の流木や、粗く削れた岩で川面がごろごろしている ので良い印象 活している 人々皆が意識を 持っていかないといけませんが、太田川＝きれいな自然
は薄くなっています

の水であってほしいです

中〜上流域での減水区間が目立つ。魚類など の成育に支障がある よ うに感じてい

流域の住民が「母なる 太田川」としてもっと親しみが持てる 川として存続してほしいと

る

思う

堤防が全般的に不備なところが多い。錦川のよ うに美しい川、緑の川にしてほしい

水害の少ない、１８６号のよ うに不通にならない、広島市の郊外の川としてキレイ な
大きな流れの川にしてほしい
水が澄んでいて魚が元気よ く泳いでいる よ うな川になればいいです。それには、み

オープ ン カ フェ や水辺のコン サートを やられている ところはきれいに整備されてい んなが環境意識を 高め川を 汚すものを 流したり、捨てないことにしないといけないで
2006 広島県安芸高田市吉田町山手

男 40代

る ので良い感じです。水が少なくなって川底が見える ときはヘドロ がたまっている よ う す。休日にはゆっくりしにいける 場になる と良いと思います。あち こち で広いところ
はゴルフ・野球・スケート・サイ クリン グができる のでそれらの維持・管理で利用者が

なので、気持ち 悪く感じています

増える と、通りがかりに見る だけでも心が和みますのでお願いします

2007 広島県広島市西区高須台

女 30代

2008 広島県広島市西区竜王町

男 40代

2009 広島県広島市西区井口台

女 40代

2010 広島県広島市安佐南区緑井

男 60代

2011 広島県三次市君田村東入君

男 70歳以上

もっと広い地域で水遊びができたり川べりで遊べる よ うに駐車場を 整備してほしい
皆様の努力でとてもよ い水質等の管理状況にある と思います。上流での取水や下水 流量が少なくなってきており、それによ る 生態系の変化を 感じています。平時は自然
道の整備してほしい

に近く、緊急時には管理しやすい河川としての整備を 望みます

キレイ な川だとは思ったことはないし、きれいにしよ うとする 活動を している という印

スポーツ など ができる よ うな、市民と川がつながる よ うなことができれば自然も大切

象もない

にできる と思います。広島には川が多いのだから・・

地球温暖化と資源活用で水力発電は増強し、水資源不足傾向緩和のため上流ダム
の堤体嵩上げを し貯水量増加を 考え下流環境に貢献したい。また下流堤防強化は
防災上忘却はできない
2012 広島県三次市十日市西

女 50代

2013 広島県三次市十日市南

男 40代

2014 広島県広島市西区三滝町

女 50代

2015 広島県三次市向江田町

男 70歳以上

2016 広島県三次市三次町

女 50代

2017 広島県三次市布野村上布野

女 60代

2018 広島県世羅郡世羅西町黒川

女 30代

広い河川敷や水辺に人が集う下流域にある イ ベン トはよ い取り組みだと思う

災害は忘れた頃にやってくる 。太田川はアユ・シジミの住みよ い宝庫なる ことを 祈り
ます
自然との共存を 重大に考えてほしい。人の利便ばかり考えて、自然を ないがしろにし
ないでほしい

川のそばに住んでいます。体調のために夫婦２人で歩いたり、サイ クリン グを したり 山の恵を 海の恵に届ける 大事な太田川です。また私たち の生活に欠くことのできな
して楽しんでいます。時には土手でつくしやヨモギなど を 摘んで食しています

い水の供給源です。みんなで大事にしてほしいです

かなり整備されてきている と思うが、広域区を 流れている のでさらに努力してほしい

自然環境を 第一に考えて現実に必要な政策を 即実行してほしい

たまにテレビ で生物生息を 流れてくる から見ています。車で通る たびに汚いと思う。

病院の行き帰りに通る が、もっと美しくしてほしいです。緑がほしい。天気がいいとき

もう少し美しくしてみてはいかがか？

は車を 停めて座って見る 所がほしいです

緑がありホッとする 川です。もう少し水の量がある といいですね

これからも孫と一緒に遊べる 安全でキレイ な川であってほしいと思います

学生時代は河原町、社会人になってからは東広島に住んでいたので、とても身近に
感じていました。広島といえば川の町というイ メージもあり、キレイ な川という感じがあ
ります
管理されている という感じが強い。もっと県民に自由に開放する よ うにして利用され

最近は災害が多くとても怖いので、キレイ な川であってほしいと同時に少しでも被害
が少なくて済むよ う対策を 考えてほしいです

2019 広島県三次市三和町敷名

男 50代

2020 広島県広島市南区西霞町

男 20歳未満

2021 広島県広島市安佐南区山本

男 70歳以上

対策に反比例的な要素が多いため○×できない

2022 広島県広島市安佐北区亀崎

女 70歳以上

太田川の側面を もう少しきれいにしていただきたい

2023 広島県三次市畠敷町

男 50代

現状でよ い

歴史・文化を 伝える 場として継続実施を 願う

2024 広島県広島市東区温品

女 30代

犬の散歩コースにもなっている とこが良いと思います

車や電車の中からゆっくり眺められる キレイ な川になったら良いと思います

2025 広島県広島市南区大州

女 40代

る よ うにしたら良い
太田川の水がキレイ なことは昔から知っていた。他の県に誇れる 水がある ことは広
島県民として嬉しい

時々仕事で西区まで行くときに、南からだとたくさんの橋を 通ります。沿川の緑や公園
は整備されている と思いますが、ゴミが川に浮かんでいる のを よ く見ます。市民のマ
ナーを 徹底させ、市民の太田川という意識が必要だと思います
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県の川として水が必要なところに多く利用される よ うになれば良い
今後もキレイ な川としてずっといてほしい
昔の記憶や物語によ る 太田川のイ メージが現在と対比する と、思い起こされる もの
が混沌として考えがまとまらない
キレイ な川になる ことを 望みます

今以上に自然のままで災害に強く、市民の憩いの場としてある とよ いです。また、災
害時にすばやく対応できる よ うにお願いします

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

中規模都市の割には水がキレイ な川である と思っています。他都市に住んでいたか 広島市は太田川のデルタの上に成り立っている わけで、これからも川と一体となった
2026 広島県広島市南区皆実町

女 30代

らよ く分かりますが、広島にとって太田川の存在は街のシン ボルとしてもとても大きな 街づくりを してほしい。そのためにも、キレイ な水や河川敷の整備は川が身近に感じ
られる ための最低条件だと考えます

ものだと思います
上流のほうは分からないのですが、海に近いほうでは川岸でイ ベン トもあり、自転車
2027 広島県広島市東区牛田東

女 50代

で走って楽しく住宅地のそばを 流れる 美しい川辺を 他県の知り合いに自慢していま

せっかく美しく整備され住宅地のそばで釣竿を 垂れて晩酌の一品の小魚釣りを 楽しめ

す。昔に比べてきれいに整地されていて美しいと。しかし、牛田新町の近くの小島が

る 川なのに、ハゼも少なくなりました。アユも外来魚のために少なくなったと聞きます。

川鵜のフン で真っ白になった木々を 見る と切なくなります。川鵜を 何とか駆除できな

シラ ハエもアユも美味しい魚。何とかならないものでしょうか

いものかと
上流は子供が安心して遊べる ぐ らいのキレイ な水だけど 、中流くらいから生活用水
2028 広島県広島市安佐南区祇園

女 30代

やゴミなど によ り汚染され、子供が裸足で川に入って遊べそうなところが少ないよ う
に思います

子供が夏になったら水遊びができる よ うなキレイ な水になってほしいです。みんなの
心掛けが必要なんでしょうがね・・

2029 広島県広島市安佐南区古市

女 60代

場所もある と思いますが、桜の木を 植えて春にはお花見ができる と良いと思います

地域で決めて雑草を 取る ボラ ン ティアを してほしい。もち ろん私も協力します

2030 広島県庄原市本村町

男 50代

もう少し整備して太田川のシジミが大量に取れる よ うにしてほしい

キレイ な整備、環境整備

2031 広島県廿日市市宮園

男 50代

水辺の賑わいの場として整備が進んでいる と思いますが、これからも続けてほしい

2032 広島県廿日市市阿品台

男 50代

2033 広島県廿日市市平良

男 60代

西区己斐付近の河川敷は橋が使えないときに船で物資輸送ができる よ うになってい
ますが、実際に訓練したのかな？
広島市の水が島嶼部にまで供給されている とは先日の給水管が破損する まで知りま
せんでした。また、名水１００選に選ばれる ほど 美味しい水とも知りませんでした。多く
の意味で改めて太田川の重要性を 認識しました

2034 広島県廿日市市宮内

男 40代

2035 広島県安芸郡海田町国信

女 20歳未満

2036 広島県安芸郡海田町南幸町

男 40代

2037 広島県広島市安芸区船越

女 50代

ウィン ドウサーフィン ができない

女 40代
男 50代

2040 広島県広島市安佐南区中筋

男 40代

2041 広島県三次市布野町横谷

女 50代

2042 広島県三次市南畑敷町

女 50代

2043 広島県三次市四拾貫町

女 20代

河川敷ではた上げを します。トイ レを 増やして！

近年の大雨によ る 水害が二度と発生しないよ う早急に弱いところから早く対策を 講
じて不幸なニュースを 聞かないで済むよ う望みます

これからも自然豊かでキレイ な川であってほしい
よ りキレイ な川づくりのため整備管理してほしい

「広島の水道水」は美味しいと感じました。なので、太田川は比較的キレイ な川だと思
います

2039 広島県広島市安佐南区安東

能力の増強に努めてほしい

ウィン ドウサーフィン ができる よ うに

普段は気にしていなかったけれど 、他県で水道水を 飲んだときににおいが気になり
2038 広島県広島市安芸区矢野南

昨今の気象状況の変化によ り、一時的な河川の流量増加が予想される ので、流下

広島市から近いのに市民がもっと憩える 環境整備が必要ではないでしょうか！

老人子供など いってみたい魅力ある 川づくり。限られた人だけではないＰＲを してもら
いたい
昔に比べる と汚れている ので、これ以上汚さないでもっと親しめる 川になる と良いと
思います
可部線跡を 遊歩道・自転車道として整備する 。水辺に駐車場を 整備する

以前に比べ水質が悪くなりアユの量が激減している 。キレイ な川になる よ う要望す
る
災害など の備えを もっと十分にしてほしい。キレイ な川になっている と思います
交通量も多く都市型沿川なので、日頃から災害に備え防災意識の普及・啓発に力を
入れてほしい

自然豊かな川ということを もっと大きくＰＲしてほしい
災害に強く、交通整備した、楽しく色々な用途で使われる 太田川の環境を 望みます

下流域に緑が少ない、そして汚いです。平和公園という世界的なものがある のに、元 緑を 増やし、見た目だけでなく災害に強い川になってほしい。もっと川を 使った街づく
安川にはゴミも落ち ている し色も見る からに汚いです。もっとキレイ な川になってほ りがあってもいいとおもう。観光にも市民の足にもなる 、川を 使った交通網を 発展さ
せてほしい

しい
2044 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

女 50代

大水が出たときかなり大きな事故になる ので、洪水など が起きないよ う地形的にも考 川を 広くして住民が楽しめる 場所にしてほしい。昔川で遊んでいた頃の風景が目に浮
えてほしい

かびます

水道管が破裂して呉方面が断水したとき、製鉄所が太田川の水を 使っていたのを 他
2045 広島県呉市蒲刈町田戸

女 30代

の水で代用したそうです。そのとき作った鉄が質が落ち たそうです。太田川の水質がと 下流の災害対策は必要ですが、川に対して人工的に抗うよ りも大量の水があふれな
てもいいことを 実感したと勤めている 方が言われていました。今、または今以上の水

いよ う植樹等自然の保水力を 増量していくなど の対策を していってほしいと思います

質を 保ってほしいと思います
2046 広島県呉市安浦町

男 40代

2047 広島県呉市広小坪

男 50代

2048 広島県呉市広三芦

女 60代

広島市民ではないので。水利用は安浦町でも利用させてもらっていますが・・・

広島県の代表の川としてもっともっとＰＲして観光スポットになったらいいと思う
広域的に利用されている ので整備を 十分にし、良質な水を 保つよ うにしてほしい

できればアシなど の植物が自生できる よ うに。護岸工事も必要だが工夫が・・・。専
門的には分からないが、できる だけ自然に近い状態を 保って！
２５年ち ょっと前、広島で生活していて太田川の花火を 見に行きました。季節の風情
ある ものは人々の心に潤いを 与える し、土手を サイ クリン グしたり広々とした芝生は 川が仕切っている 広島の光景は好きです。水辺のコン サート、遊覧船、カ キ舟、灯

2049 広島県東広島市西条中央

女 50代

世代間の交流にうんと利用してほしい。駅から市電でオープ ン カ フェ 方面に目を

篭流し・・。川と一体になって広島を 発展させたい。少なくともごみが浮かぶ太田川は

やったり桜とか川沿いの木々にも癒され、戦争を 語る ときも太田川なしでは語れな

やめてほしい。木々の緑と川の青が、住む人・訪れる 人を 和ませ、平和都市広島を

い。橋がかけられても、また美観がプ ラ スされる ので嫌なことは洗い流す川の存在

アピ ールし続けてほしい

は大切
2050 広島県呉市安浦町

女 20歳未満

2051 広島県呉市蒲刈町向

女 40代

2052 広島県江田島市沖美町岡大王

女 20代

2053 広島県江田島市大柿町大原

男 60代

2054 広島県呉市音戸町坪井

男 70歳以上

2055 広島県呉市青山町

女 20代

以前、温井ダム見学と太田川上流で森林伐採を 体験する ツ アーへ参加して、森林の
伐採も大切なんだなーと感じました

上流域の調整ダムの建設で流水の調節。森林の整備によ る 土壌の保水能力の向上 太田川機能強化と地域住民の意識の啓発
太田川は渇水になったことがなく多量の水を 私たち に与えてくれます。放水路完成

の地域の防災にもう少し手を 入れてほしい）

広い範囲で利用されている 大切な水だとおもいます。三角州なので浸水はとても怖

太田川は広島県人の源だ。これからもずっと美味しい水を 保たなければいけないと

い。以前は観音に住んでいて思いました。あそこにいけば大丈夫という場所を もっと 思う。環境を 考えた洗剤など を 県や国が売り出して、みんながそれを 利用して、自然
にまた水を 戻していくことを 希望します

アピ ールしてほしい
2056 広島県広島市安佐南区川内

男 40代

2057 広島県広島市安佐南区大町西

女 50代

2058 広島県三次市三和町敷名鉾畦

女 50代

2059 広島県世羅郡世羅西町下津田

男 40代

2060 広島県山県郡安芸太田町

男 60代

自然との共生・上流の自然を 生かそう（上流地区の災害が台風時は頻繁なので、こ

後、昔のよ うな浸水が少なくなりこの成果は本当に市民の恵です

広くてきれいでいい川だと思うが、レジャーやスポーツ 等で使える よ うに整備したほう
がもっと親しめる と思います
水がたくさん出たときの心配はある 。今のところ現状維持でいいと思う
上流の地域は自然まかせ？荒れている ところが多いと思う。災害後、復旧のとき復
元だけでなく再考を 促したい

今までど おり、今まで以上にキレイ な川を 維持してほしい
自然に恵まれた地を 生かし、河川敷は今まで以上に利用される といいと思う
下流になる ほど 市民の目がある からかかまいすぎと思う

やはり災害として浸水が一番怖いと思う。あと、都市部だがもっと緑がほしいと思いま 地震のときの対策も具体的にど うすればいいかは分かりませんが、熟考願いたいと
す

思います

現在川で遊んでいる 人は皆無である 。アユ釣りを する 人くらいである 。みんなで遊

堤防の改善が急務ではないのか？災害のあったところのみ復旧工事されている 。旧

べる 川になる といい。そのためにはアシや樹木の整理、また規制が多すぎる 。（石一 の被害は必ずやその近辺である 。また、堰堤の構造によ る のではないかと思われま
つ持って帰る こともできない。今は川に下りる ことも大変である ）

すが、堰堤の下流で堤防の決壊が見られる
太田川の豊かな環境は、上流域の自然環境の下に支えられている 一面もあり、上流

2061 広島県広島市安佐南区伴南

男

太田川を 見る となぜか心が和みます。一つ思うことは川沿いに潤いのある 花木が下 域自治体及びそこに住まわれておられる 地域の人たち とのつながりを 持つ施策の展
開によ り太田川がよ り身近な存在として、またかけがえのない太田川である ことを 多

流域に少ないと考えますが・・

くの人たち と共有してゆける 太田川であってほしい
街に近い場所でもアユが取れる よ うなキレイ な水の太田川。また家族でも遊べる 河 もうダムは作らないでください。できる だけ自然を 生かした川づくり。環境を 変えない。
2062 広島県広島市安佐南区東原

男 70歳以上

2063 広島県広島市安佐南区川内

男 40代

2064 広島県広島市東区光町

男 60代

川敷がある し、なかなか良い環境だと思います。ただ、上流に行ったらダムがある せ 人間は自然のパワーには勝てない。もし変えたらきっとそのお返しが来る と思いま
いか、水量の少ないのが気になります

す。自然環境に沿った太田川にしていただきたい。これからの子孫のためにも！

何も感じない

災害の防止、水質の良化

広いドブ 川のよ うだ。川底は砂でなくヘドロ が積もっている 。素足で川に入る と滑っ
て危険だ。コケならアユでも食べる がヘドロ ではゴカ イ も住まない

オープ ン カ フェ 等は広島ならではの「にぎわい創出策」だと思うが、常連客以外は入
2065 広島県呉市吉浦中町

男 30代

りづらいのではなかろうか？観光客にも気軽に利用してもらうための雰囲気作りやＰ
Ｒ策を 真剣に検討してはど うだろうか？

2066 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 30代

四万十川を 教科書にしてはど うか？堰を 廃止し、急流を 調整する ために川底を 掘
削する 。コン クリートの岸を 撤去し、石垣のものとする 。さらにヨシ・小竹・柳など の
植物を 植える 。治水は地球に戦いを 挑むよ うなもので平和都市広島にそぐ わない

太田川を 通勤・通学手段として活用したらいいのでは？交通手段としては現在雁木タ
クシーがある が実用的ではない。便数を ある 程度確保したあと、バスやマイ カ ーな
ど 従来の交通機関を 補完する 形で定期航路を 設けてはど うだろう？規模こそ違う
が、オーストラ リアのシドニーのよ うな取り組みを 参考にしてはど うだろうか？

水が豊かである

水遊びができる よ うになればいい。キャン プ 施設など があればいい
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住所

2067 広島県東広島市福富町

2068 広島県広島市安佐北区

性
別

年
齢

女 40代

女 60代

2069 広島県安芸郡府中町八幡

男 20歳未満

2070 広島県広島市中区富士見町

男 70歳以上

問４

問５

所によ ってはきれいになっている なと思いますが、まだまだ全体ではない気がします

護岸の整備が進められており喜ばしいことです。高瀬堰〜安芸大橋、安芸区平原橋
〜海田辺りの中洲の清掃は不可能でしょうか？
下流の水質が悪いというイ メージがある 。堤防や水害対策や発電所など が多く憩い
の場にはなっていない

自然豊かに子供たち など も安心して遊べる 川。とにかく水を キレイ に。色々なイ ベ
ン トもできる 川
私たち の子供の頃のよ うに、川泳ぎができる ところが何箇所かほしいです。おじの舟
で長寿園まで「ろ」を こぎながらいとこたち と花見に行ったことが思い出されます。風
情のある ことがなくなり淋しいです
たくさんの生物がいて自然と親しめる 憩いの場になる こと
広島を 支える 水として色々なところで使われている 太田川の利用について再検討し

現在の太田川は、災害・環境・水利用についていろいろ問題を 含んでいます

て、災害のない太田川に育ってほしい。その結果として自然豊かで水辺に多くの人が
集う太田川となります

2071 広島県広島市中区小町

女 30代

2072 広島県広島市東区矢賀

女 70歳以上

今回の広告で初めて知ったことも多かったのですが、もっと水と遊べる 安全な水遊び
場があればいいと思います
もっと水が深く増水すればいいのにと思います。きれいになればよ い。戦前のキレ
イ な水に戻ればよ いのにと思う。泥がなくなればよ いのにと思います

太田川を 利用しての色々なイ ベン トがあればぜひ参加したい
しじみ・あさり・フナ等住める よ うな太田川を 望みます

2073 広島県広島市中区河原町

男 40代

河口付近の高潮対策について不安があります

水質がこれ以上悪くならないよ うみんなで努力したいと思います

2074 広島県東広島市河内町宇山

女 20代

汚い。泳げない。飲めない。泡が浮いている

江戸時代のよ うな太田川

2075 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 60代

普通の日は水が少なく汚いのに、いざ 雨が多く降れば大洪水になり私の家など は３

多くの昔住んでいた生物が住む川に戻し、台風等が来ても家屋が浸水しないよ う川

2076 広島県広島市安佐南区高取北

〜４回も浸水して困っている

を 広げ堤防を 高くしてほしい

男 40代

島嶼部へ安定した供給を お願いしたい

自然を 生かし安心・安全な環境を いつまでも。人が集う場に

2077 広島県広島市安芸区中野

女 40代

広島市で自慢できる 美しい川

2078 広島県広島市安芸区中野

男 70歳以上

水都広島に相応しい川だと思っています

2079 広島県東広島市八本松町飯田

男 40代

色々な試みによ り川を 有効的に活用されている よ うに思います

広島は水の都なので、これからも美しい川・災害に強い川としてずっと町に調和して
ほしい。観光スポットとしてももっとアピ ールしてほしい
私たち が小中学校の頃、川で泳いだり遊んだりしていたのでそのよ うな川になればい
いと思う
キレイ な川を 将来も継続してほしい
昔も今もこれから先も大切にしていかなくてはいけないと思う。いつの時代もそこに

昔に比べて水量が減少し、ゴミなど で汚れている よ うに思う。利用している 人だけで あり、周りの変化を 見てきた一つだと思う。幼い子が大人になり、また親になっても大
2080 広島県東広島市八本松南

女 30代

なく、自分には関係ないと思っている 人も考え方を 改めていかなくてはいけないと思

切に守り伝えていける よ うな取り組みを 望みます。その取り組みが自然とできる 人、

う

できない人が恥ずかしいと思える よ うな当たり前のことを 県民全員でできる と素晴らし
いと思います

2081 広島県広島市安芸区瀬野

女 50代

2082 広島県広島市安芸区瀬野西

男 30代

2083 広島県広島市安佐南区沼田町伴

男 60代

2084 広島県広島市安佐南区伴北

2085 広島県東広島市西条町田口

2086 広島県広島市安佐南区大塚西

2087 広島県安芸郡熊野町

男 60代

女 30代

女 30代

女 70歳以上

広島といえば太田川。誰でも知っている 。電車から見てもゆったりとしていて気持ち
が和む

水質が保たれ水辺の生き物が増え、緑に映える 川であってほしい

仕事で柴木川に行くことが多いのですが、山が崩れて土砂が川へ流入している のが 私は舟の免許を 持っている のですが、下流に船が係留されている ので、広島湾に係
気になります

留する 場所を 作ったほうが良いと思います

全国の河川で見ればいいほうです

下水道の管理、上流の山地の緑

普通の天気が続いたときの水量では川として美観が損なわれる 。川の中に竹・樹木

水が豊富で川として美観に優れている こと。水力発電は最も優先すべき発電方法で

等が多すぎる が防災のため放置している のか？下流の水量は豊富でも上流は少なく ある が川としての美観に損なわれる ため原子力以外の発電方法を 取り込むときにき
汚いので川としての値はない。消防団は知っている が、水防団は知らなかった。もっ ている 。上下水道の完備、それが実施される までは住宅用浄化槽の義務化を 推進
と力を 入れてほしい

する

水道を 通しての利用のみで実際川を 見に行くことはほとんど ありません。しかし、カ

水辺でのオープ ン カ フェ など 、行っていてもど の辺りでやっている のか市外の者に

ヌ ー体験など 誘っていただいたこともあり、家族で遊べる 場所でもある なと感じてい

は分かりづらいです。しっかり広報を 行ってみんなが親しみを 持てる 太田川にしてほ

ます

しいです

上流域にはあまり行ったことがないが、今回のチラ シで上流域から太田川がある こ

今後またこのよ うな広告が入る ことによ って災害の認識、太田川の川づくりが知る こ

とを 知りました。川の水量が減っている ところにも水の街広島の一部として水量を 増

とができる と良いと思います。水が豊かになり、各島嶼部の水道代も高くなる ことがな

やしていきたい。太田川は原爆でなくなった人達もたくさんいる ので尊い命がなくなっ

いよ う一人ひとりが水の大切さを 生活の一部として当たり前になる よ うにしていきた

た大切な場所である 認識がもっと県民にほしいです

いです

太田川はあれだけ川幅が広いのに、山からの水が出れば大洪水になる 。なぜだろう 堤防を 高くする よ り仕方ないのではないか？景色が悪くなる けど 、背に腹は変えら
か考えよ う

れない

伴駅の川沿いに住んでいます。先日もショ ベルカ ーで溜まった土砂を 取り、広くなり 私たち 個人も美しい川づくりにもっと意識する のは当然だと思いますが、企業・国の
2088 広島県広島市安佐南区沼田町伴

女 30代

ました。ど のよ うな意図で工事を して、ど のよ うな目的がある のか分かる よ うに川沿 レベルでもっと国民が納得する 活動を すべきだと思います。川が多い広島。この沼
いにでも提示してほしいです。小さな魚もいて錦鯉もいます

田の川でも子供たち が泳げる よ うになる といいですね

2089 広島県東広島市豊栄町

男 50代

川底があまりきれいでない

子供から大人まで泳げる よ うなキレイ で環境のよ い太田川であってほしい

2090 広島県東広島市河内町

男 70歳以上

災害に強い太田川。世界に誇れる 美しい川。また、生物の住める 川独自の生態系

広島は川を 中心とした平和都市。環境に優しい美化・人工的にまた自然を 取り入れ

を 守る 。個性豊かな自然の川を 大切に！

て美しく。上・中・下流域のバラ ン ス

2091 広島県広島市安佐南区沼田町大塚

女 60代

子供や孫達を 連れてせせらぎ公園に出かけては太田川の恵を 十分に受けておりま ３０年位前から奥へ出かけては流域の変化を 感じています。上流・中流域の整備が
す

要

広島県の中心的太田川の存在を もっと大切にしていきたい。そのためには地域住民 水辺に人が集い、豊かな水を 絶やさないよ う汚染しないよ う努めていきたい。災害
2092 広島県東広島市西条町御薗宇

女 30代

が定期的に川原の清掃・草刈・ゴミ集めを 行い、水質を 保ち 生物が生息できる 環境 時、橋の氾濫等を 予想し逃げ道の手段を 一人ひとりが自覚し、災害ハザードマップ
等あればいいと思います

づくりを していきたい
戸坂に住んでいますが太田川が美しいので満足しています。太田川にまつわる イ ベ
2093 広島県広島市東区戸坂山根

女 50代

ン トがもっとあればいいと思います。花火もなくなったし、スポーツ 大会その他色々考 美しい親しみやすい川になってほしい
えてほしい

2094 広島県広島市西区己斐上

女 60代

2095 広島県廿日市市佐方

男 60代

2096 広島県東広島市高屋町白市

女 30代

2097 広島県呉市押込西平町

男 40代

全国的に見ても美しい川になっている と思いますので、これからも汚染する ことなく
よ り水のキレイ な川にしてほしいと思います

水量が少ない。太田川に関係する 市町の協力と費用の分担。多くの人に川に親しん 川を 大切にする 運動を 通じて太田川を 広島県の母なる 川、都市づくりに活用できる
でもらうよ うに川にやさしい工夫を

川に

以前は川遊びしていましたが、今は汚いイ メージ。ゴミが浮いている

キレイ な、人が集まる 川になってほしいです

太田川が広島市周辺の水となっている のはいいことである

生活に密着し、また河川の整備の充実

広島に住んでいながら市外の者は知らないことが多いのでもっと広報活動に力を 入
2098 広島県呉市焼山宮ヶ迫

女 30代

子供が川で泳いだり、しじみなど 貝掘りできる といいですね

れたり、広島市以外に住んでいる 人にも親しみ、参加しやすいよ うな活動を 取り入れ
てほしい

太田川といっても知らないことがとても多かったので、広報など にももっと興味を 持っ
て知りたいと思った

居住地がら直接太田川に触れる ことはありません。テレビ ・新聞など で情報を 知る く
2099 広島県江田島市沖美町岡大王

女 50代

2100 広島県廿日市市宮内

男 20代

2101 広島県広島市佐伯区五日市町口和田

女 20代

2102 広島県広島市佐伯区藤の木

男 70歳以上

2103 広島県広島市佐伯区石内南

男 30代

らいです。アユ釣りに雁木タクシー、いいですね。しかし河の多い町、台風など の自
然災害の前には弱い町だと思います。沖美町にも太田川の水が水道水として届いて
います
今まで意識していませんでした

これからの太田川でのイ ベン トに参加してもっと川のことを 知っていきたい

川幅が広くゆったりとしていて自然を 身近に感じる ことのできる 川だと思います。しか
し、ひとたび自然災害が起きる と不安になります

女 30代

が必要です

男 50代

2106 広島県安芸郡海田町南幸町

女 50代

う。中流も下流も水がにごっている 。子供と一緒に遊べる ところがない。水辺に下り
よ うとしても犬の糞がたくさんあってとても小さな子供を 遊ばせられない。犬と人間は

堤防の補強ばかりでなく、自然に川が蛇行する よ うに作れないか。以前は水辺で遊
べる 場所が多くあったと思います
雑草など が生えて、またゴミも捨てられ汚いと思います
太田川の上流は川幅が狭く、積年の水害で砂利や石が運ばれ、河床が浅くなってい

2107 広島県広島市安佐北区小河原町

女 60代

で、安全面は充実しておくべきではないかと思います

てください

遊び場を 分ける べき。犬禁止区域が必要。汚い。犬マナー悪い

2105 広島県広島市東区戸坂くる め木

ぎる のは好みませんが、災害が起きても川のすぐ 近くに民家がある ことが多いの

自然が多く、レジャーに利用する ことが多いです。自然を 残しつつ、災害防止の対応 昔はよ く洪水になっていたと父親から聞いたことがあります。少しずつ堤防を 増やし

まず環境が悪い。緑が少なすぎる 。自然豊か？それは上流のみに限られている と思
2104 広島県広島市東区戸坂中町

自然にも、街にも、人にも優しい川であってほしいです。あまり人工的に整備されす

て少しの雨でも危険だ。治水事業は大変でしょうが、市民を 安心させてほしい。川の
中のたくさんの樹木を 撤去してほしい
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水質を よ くする ために市民と一緒に考える べき。子供が遊べる 場を 作ってほしい。
田舎のよ うに蛍が飛べる 環境にしたい。川ニナが戻ってくる 川にしたい。緑を 増やし
て！小さい子供でも安全に遊べる よ うなところを 作ってください。そして情報提供も
しっかりしてほしい。県の偉い人が田舎で学習してくる べき。何が違うのかを 酒抜きで
学んできて市内の水を 良くする よ うに本気で取り組むべき
山･川・海の関連を 考えて国との境界を 越えて考えてもらいたい
魚が生息できる よ うな川であってほしいし、物を 投げないきれいな川でありたいもの
です。みんなで気を つけましょう
旧市内の河川敷はきれいに整備されている が、新市内の河川敷は未整備のところ
があります。他の都市の河川を 参考にしたらいかがでしょうか？

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

休日は子供たち と遊んでみたいです。あのオープ ン カ フェ は行ってみたい。太田川
2108 広島県呉市瀬戸見町

女 30代

の水って飲み水として売られている みたいですが、ど こで売られていますか？呉市に
は見当たらないです

2109 広島県呉市阿賀中央

男 40代

2110 広島県広島市東区戸坂桜上町

男 30代

2111 広島県広島市東区上温品

男 50代

呉市に住んでいる ので情報が入りにくい。でも広島を きれいに住みやすくする ため
に環境問題に取り組んでください、お願いします

飲料水として十分な供給を 受けている

よ りよ い環境にしてほしい

①太田川下流近くに住んでいる が、川の水も汚れていて親近感が沸かない②堤防

①川と触れ合う機会がないので関心もあまりない②イ ベン ト等があればいいと思う

が大きすぎて川というイ メージでない

③環境面を 良くしてほしい。ダムを なくして自然に帰る ことを 検討している 県もある

生活用水、工業用水として必要なことはわかる が、魚がすめないことと水量が少ない 土砂災害が年々支流・本流の河床が高くなってきている 気がする 。河床の掘り下げ
気がする 。川の浄化が必要。上流の生活排水も太田川に流れている のでは？以前 が必要。梅雨・台風時の雨水が多い。堤防は強固にすべきだ。このよ うな箇所は環
境ブ ロ ックではなく、自然破壊に対する 備えが必要です

毒物が流れたこともある

水がきれいで飲める のがとても嬉しいです。皆様のお陰でますますよ い水が飲める

2112 広島県呉市海岸

女 70歳以上

水の心配もなく喜んでおります

2113 広島県東広島市黒瀬町

男 70歳以上

下流ではきれいな水とは思われない

災害のない川であってほしい。下流でもきれいな水の川になってほしい

2114 広島県広島市中区舟入南

女 70歳以上

以前に比べて川全体を してきれいになったと思います

ど の川土手も歩道がきて散歩できる よ うな緑化を 希望します

高瀬堰から川下の中洲の除去。草・木の除去を 行うとともに河床に堆積している 土

河川敷の周囲、特に水流側に草や木が多く生い茂っていて見た目にも美しいとはい

砂の除去を 行うこと

えない。環境美化を ぜひ実施してほしい

2115 広島県広島市安佐北区亀崎

男 70歳以上

よ う心からお願いします

上流へ行けば大自然に囲まれてホッとできる 。中流では水遊びを したり魚を 釣ったり
2116 広島県広島市安芸区瀬野西

女 20代

とにぎやかな雰囲気。下流では大人気のオープ ン カ フェ でしっとりと太田川を 眺める
ことができる 。そんなたくさんの顔を 持った川だと思います

2117 広島県呉市上山田町
2118 広島県呉市三条

女 20歳未満
男 70歳以上

2119 広島県呉市瀬戸見町

男 40代

2120 広島県東広島市安芸津町

女 40代

広島市という都会を 流れる 川にしてはきれいな川だと思います

緑豊かな大自然を 決して壊すことなく、ますます人が集い憩える 場所にしていただき
たいと思います
これからももっときれいでたくさんの水が流れる 川にしてほしい

上流域・水源周辺の災害の予防及び自然環境の維持対策が遅れている よ うに思わ 古来よ り人は川の流域に生き自然の恩恵を 受け共生して文化を 育ててきました。「治
れる

水」の言葉の意義を 大切に太田川を 育ててほしい

もっと水質がよ くなればいと思う。さらに水力を 活かした小規模な発電設備もど んど
ん作る べき
広島市内に住んでいたので、市内の川の基になっていてもっとも大切な川だというこ 他の５つの川に比べてあまりに大きく・広く・堤防も高く・生活に溶け込んでいないよ

2121 広島県広島市東区馬木

男 60代

2122 広島県呉市中央

女 60代

2123 広島県呉市広古新開

女 20代

2124 広島県呉市広本町

女 20歳未満

2125 広島県呉市吉浦宮花町
2126 広島県呉市阿賀中央
2127 広島県江田島市江田島町中央

女 60代
女 70歳以上
女 70歳以上

とは知っています。多くの人の生活を 支えている ことも日常では気が付きませんが、 うに思われます。災害対策とは反面、生活の一部としてもっと利用したり、知識を 深め
本当に大切なことだと思います

て行きたいと思います

アユ釣りを している 関係で、川の中に泥が多くコケの発育が大変悪くアユの発育が

今後早急に加計・可部地区の下水道の完備を する ことが太田川の水質に完全に大

悪くアユの香りも悪い

きく関係してくる と思います

緑も多く、流れもきれいなのには満足している

子供たち に、川辺で観察など できる ところを 作ってやる

広告から見る と、太田川の整備がされていないよ うに見えます。なので、太田川の整 現在は水質汚濁が問題になっている ので、水を きれいに保っていくよ う心がけたい
備を したり、できる だけ早く対応できる よ うにしてほしいです
吉浦地区も広島から水が来ている ので、よ りよ くなる よ う整備してほしい

女 50代

今後、総理の発言ど おり美しい国として中心になる にはまず活気ある 広島になって

川である ことを 思っている

ほしいと思っている

江田島市はずいぶんお世話になっています。これからも色々な用途にしてくださる よ ずっとずっと前から遊覧船にも乗ってみたいし、川の雁木を 下り少し歩いてみたりでき
うお願いします

たらまた別の楽しみができる のではと思います

いる 姿や、子供たち が川辺で水遊びや親子で遊んでいたり、アユのシーズン になる
と竿を 持った人たち を 見かける 。私はそんな太田川が大好きです

2129 広島県広島市安佐北区口田
2130 広島県広島市安佐北区深川

男 70歳以上
男 70歳以上

2131 広島県広島市安佐北区深川

男 50代

2132 広島県広島市安佐北区深川

男 70歳以上

よ うにしてほしい

原爆投下時、被災者が水を と叫んだときのことを 思い出し、太田川は今後も大切な

よ く太田川沿いを ドラ イ ブ している と、あち らこち らで鳥たち が魚を 食べたり泳いで
2128 広島県広島市安芸区上瀬野南

です
昔のよ うに子供たち が川で魚を 取ったり遊んだりできる よ うな安全かつきれいになる

今以上にもっと水辺を 憩いの場所として利用できる よ うな設備を 増やし、整備してい
ただきたいと思います

自然を 活かして水質を 今よ りよ くする こと

鳥がたくさん飛んでくる 川にしたい

三篠川上流で使い捨ておしめを 流す人、空き缶を 流す人がいる ので非常識な人の

アユ等自然の魚がたくさん住める よ うブ ラ ックバスの駆除も・・・。工場から出る 使用

取締りを 考えたいものです。これが太田川に流れていくので支流の取り締まりも重要 水を チェ ックしてほしい。クリーニン グ屋の水の流しで水ゴケが石にたくさん付くこと
だと思います

で魚が住みにくい事も耳にしています

呉市や島部への送水の生命線であり、これからも大都市に流れる 河川では水質も

広島市内へ入ってからの、放水路を 除く京橋川等の支流が干潮の際汚泥を さらして

大変いいと思っている のでこれからも上流部の水質企画を お願いします

いる ので、支流への水流増加はできないのでしょうか？
三篠川・根谷川の合流する 地域に住んでおります。Ｈ７年１４号台風のときだと思い

渇水する ことがなく豊かで恵みが多い河川である と思っています

ますが、太田川の増水によ り三篠川・根谷川が逆流して水位が土手まであと１ｍのと
ころまで上がりました。不安でした。この地域の堤防を 嵩上げし強化してください

2133 広島県安芸高田市吉田町吉田

女 40代

2134 広島県安芸高田市吉田町吉田

男 40代

2135 広島県山県郡北広島町今吉田

男 50代

地球温暖化に伴い洪水が心配です

水質がもっと良好になってほしい

2136 広島県広島市中区基町

女 60代

沿川も川もきれいになる ことを 望みます

平和都市にふさわしい環境にもっと整備していただきたい

2137 広島県広島市中区光南

女 50代

2138 広島県安芸郡府中町大通

男 30代

2139 広島県広島市南区大州

男 40代

2140 広島県広島市安佐南区川内

女 30代

2141 広島県広島市安佐北区可部

男 60代

水質・水量や周辺の環境・景観など が良好に保たれている のでよ いと思います
水の都、広島市の中心的な川である 。太田川は平和のシン ボルのよ うに感じられま
す。川の流れといい、川幅の雄大さといい、平和の象徴のよ うに思える

川沿いを 通って北部によ く出かけますが、今は自然でいいと思っています。川幅も
広くいいよ うに思いますが・・・
かなり水質がよ くなったと感じます。鳥や、その他の生物もよ く見かける よ うになり、

に」の歌の中に出てくる よ うな、人々の心の中にいつも存在する 太田川であってほし
いです。決して近代的な感じの川にならないでほしいです

今の環境を 残してほしい
下流では海水が満潮の際に逆流していますが、ゴミも一緒に逆流してきますので、海
も含めてさらにきれいな環境整備を お願いしたと思います

川が汚く、ゴミが沈んでいて見た目が悪い

緑豊かな川辺になる よ うに

私は川内に住んでおり、せせらぎ公園など 子供が遊びやすくきれいな場所もありま

もっときれいな川にしていくために、水辺でのイ ベン トなど を 増やしていけばいいの

すが、やはり下流に行くほど 水の色も悪くゴミも多く感じます。水の都市と言われては では？と思います。よ り多くの市民がそれに参加する ことで、少しでもきれいな川を
いますが、市民一人ひとりの努力でもっときれいな川にできればと思います

保つことに興味を 持てる よ うになる 気がします

可部の柳瀬は小・中学生の頃は遠足でよ く行ったものです。プ ールもない時代です

川辺に下りて水に触れる 場所が少なくなりました。川は危険だと言う親が多くなりまし

から川で泳ぐ のは当たり前で川魚を 捕ったり子供にとってはなくてはならない自然の

たが、日頃から河原で遊ぶ子は十分危険予知能力を 養うことができます。私たち の

遊園地でした。今、川に潜ったり泳いだりして遊ぶ子供を 見かけません。遊びが多様 年代がそうです。少々流れが急でもおぼれる ことはありません。太田川の水質はい
化し、川遊びの魅力がなくなったのでしょうか？

女 30代

いついつまでも、平和都市広島市の象徴として雄大な美空ひばりの「川の流れのよ う

癒される 機会も多くなっています

下流でも災害になる と洪水したりして大変だけど 、オープ ン カ フェ がもっといろんなと
2142 広島県広島市中区江波東

洪水がきても堤防が壊れないよ うにして、災害に強い太田川になってほしい

ころにある といいし、雁木タクシーもまだ乗ったことはないけど 、もっと安く気軽に乗
れる といいです

いのでプ ールなど よ り付加価値が高いと思います
ウォ ーキン グコースなんかもできたりしてて良いことです。橋が平行ならいいんだけ
ど 、盛り上がっている ので自転車がきつくて渡る とき気合を 入れてこいでいます

樹木によ って河川と人が年々隔てられている 。金沢とかセーヌ 川の水辺がうらやまし

2143 不明

い。しかし、犬の散歩場所としては最適です
現状の川の美しさを 保つため、住民参加のクリーン 作戦を 増やして、多くの人が川を
河岸の緑地を 広く、川を 見ながらのんびり出来る スペースを 増やしてオープ ン カ

もっと身近に感じ他の都市にはない６つの川のデルタに市の中心部のある ことを 思

フェ の増設もあり、素晴らしいと思う

い出してほしい。川沿いの建造物は新規の場合は川に面して窓を 多く作る 等。川を
水がきれいになる こと

2144 広島県広島市中区吉島町

女 40代

2145 広島県東広島市高屋町杵原

女 30代

下流域の水が汚い

2146 広島県広島市西区鈴が峰町

女 20代

水の都広島市のシン ボルだと思っている ので親しみがあります

見る ことによ る リラ ックス効果を オフィス等にも求めてほしい

2147 広島県広島市中区猫屋町

女 40代

特に平和公園周辺はきれいに整備されていいと思う

水害については、土木工事など で対策を してある と思いますが、住民への啓発活動
が重要だと思います
太田川を 使った水上バスを 走らせる というアイ デアはど うでしょうか？交通渋滞の緩
和になる のではないかと思います
できる だけ自然の状態を 残すよ う人工物を 減らすことと、堤防など も可能な限り自然

2148 広島県広島市中区加古町

男 70歳以上

水質にはほぼ満足しており、洪水対策も中流域を 除いて十分になっている と思う

2149 広島県広島市西区己斐上

男 60代

川はみんなの宝。大切に守っていきたい

上流と下流の水質に差のない川にしたい

2150 広島県広島市安佐北区三入南

男 50代

特になし。可部の水道水は美味！

これ以上のダムは不要。太田川流域の自然を 保つ

毎朝、窓の外に広がる 太田川を 見て一日のスタートを 切っています。野鳥の案内の
2151 広島県広島市西区己斐本町

女 20代

看板があったり、水辺には憩いの場があったりと身近に太田川を 感じる ことができ、
これからも美しい川であってほしいと思います

2152 広島県東広島市志和町志和堀

男 60代

2153 広島県広島市中区平野町

女 50代

私の住んでいる ところは山が荒れて川に土砂が流れ込んで、川に砂がたまって中洲
のよ うなところがある から水の流れが悪くなっています
もっと河川敷を 整備して、人が集う場所を 作ってほしい

52/76

な姿にする よ う努力してほしい

川とともに歩んできた街だからこそ、この川によ って人の命が失われないよ う万一の
災害にしっかり備えこれからも緑豊かに愛される 太田川であってほしいと思います
山の手入れを して川を きれいにする よ うに努力を します
災害にあわない、自然豊かできれいな川であってほしい

Ｎｏ ．

住所

2154 広島県広島市西区竜王町

性
別

年
齢

男 60代

2155 広島県安芸郡府中町浜田

男 30代

2156 広島県安芸郡府中町八幡

女 60代

2157 広島県呉市西谷町

男 40代

問４

問５

私は太田川が近く歩いていますが、水上バイ ク等には困ります
所がない

になる ことです

川の中の木にゴミが多く付いています。大変見苦しく思います

ゴミのない太田川を 望みます

広島という都市を 形作る 大切なキーポイ ン トである と思います。水量の豊富さがい

防災対策ばかりを 前面に出して、貴重な自然を 壊すことには絶対反対です。人間で

いと感じています

なく川を 中心に考える ことも必要と考えます

自分は下流域に住んでいて、子供を 連れて川辺を 散歩したりする のが大好きです。
2158 広島県広島市中区舟入幸町

女 30代

年々、川辺の整備が進みきれいでとても歩きやすくなっていてうれしいです。自然の
良さ、広島のよ さを 身近に感じられる のは何よ りのことです

2159 広島県広島市中区基町

女 50代

2160 広島県安芸郡府中町大須

男 50代

女 50代

オープ ン カ フェ や雁木タクシーなど 川の町広島を アピ ールする にはいいと思いま
す

女 50代

の自然の不調和が悲しく、太田川は広島人のふる さとでもある ので強度も考えながら

男 50代

男 40代

2165 広島県広島市中区吉島東

女 30代

女 30代

女 20代

2168 広島県広島市中区西川口町

女 70歳以上

2169 広島県安芸郡府中町大通

女 20歳未満

また、川遊び同様に自由に魚釣りなど ができればもっと太田川が身近になる と思い

時々、太田川沿いを ドラ イ ブ する が緑が多く心が安らぐ 。所々に駐車スペースを 作
り、お弁当でも食べられる 親水公園等整備してほしい

のほとりにも多くの植樹を する ことを 希望します。広い堤があっても日陰のないとこ

る ことを 考えていない。もっと市民にモラ ルの向上を 呼びかけてほしい

ろには多くの人も集まりにくい

流れ込むことのないよ うにする 必要がある と思います。上流部の木々の伐採で自然

まだまだ陸地の整備と比べる と河川の整備は不十分である と思います。下流の堤防
の強化も必要ですが上流での雨が全て川に流れ込まないよ うに自然が吸収できる
よ うにする ことと、他の場所へ水を 逃す水路を 設け、水田・畑に活用する ことも考え
ていいのではと思います

下流域は水質が悪いよ うに思われます

水質がきれいになる よ うに望みます

浸水する ことはないだろうと少し安心している が、何が起こる かわからない。太田川

良質な水で海水浴場のよ うな家族で遊べる 場がある といいが、ゴミが増え環境が悪

は大きいというイ メージです。広島の有名な一つに太田川です

会も増えました。昔に比べる とゴミも減ったよ うに感じます。行政が力を 入れてる こと
も感じますし、きれいな川に地元民としても愛着がもてる よ うになりました。橋から望
む景色や、緑の多い風景は心に安らぎを 与えてくれます

2167 広島県広島市中区江波二本松

昔のよ うに川で遊べたり泳げたりできる よ うな環境改善ができればいいと思います。

市内他の川のほとりにも緑地的に。木を 植える ボラ ン ティアを している が、太田川

水量は年々減っている 感じがします。しかし、川岸など の整備が整い川に触れる 機
2166 広島県広島市中区江波西

す

せず川に大型ゴミや不用品等を 投げ入れ、災害の時にはど れほど 被害を 大きくす

が水を 吸収する 力を 奪わないよ うに努める ことも大事だと思います
2164 広島県広島市中区千田町

は・・と思います。それから、もう少し水と親しめる 広場ができれば楽しいかと思いま

生活に大変密着した川である ことは確かである のに、市民が大切さを あまりに認識

現在の太田川には水を 逃すところが少ないので、水を 逃し水溜を 作り、全ての水が
2163 広島県広島市中区国泰寺町

なぁ・・・と言うことがある のでもう少し普及すれば多少の交通渋滞の緩和になる ので

ます

護岸の自然との調和を 熟慮し、日本でも誇れる 手本になる ものを 追求してほしい

2162 広島県広島市中区富士見町

「雁木タクシー」にとても興味があります。川を 渡ればもっと早く目的地に着くのに

これからも水質が悪くならないよ うにしてほしい

東京の川を 見て広島の川のきれいなことを 誇りに思う。山道での斜面のコン クリート
2161 広島県安芸郡府中町茂陰

春・秋、子供たち がシジミ捕り等ができる 川へ

太田川放水路はスポーツ など 多くのレジャーが楽しめる が、他はあまりそのよ うな場 水質を よ り良くし、ゴミのないきれいな川になる ことです。また水害が来ても安全な川

くなりそう。災害が起きたときの対処法を しっかりしていてほしい
自然災害については仕方ない部分もあり、全てが人間の手によ って管理できないと
思います。だからこそ、適切な情報を 発信してもらい災害に備える 訓練が必要だと思
います。昔のよ うに泳ぐ ことは下流では難しいでしょうが、上流ではできる よ うになれ
ばいいなぁと思います。広島にとって川は生活の一部ですから、これからも仲良く事
故の少ないよ うに付き合いたいと思います

水質がとても気になります。人間にいい環境なだけではなく、小動物にも住みいい川 人と共存できる 川。子供たち が遊び、小動物が住む、そんな太田川になってほしいで
なのか心配です

す

川底のヘドロ を なくし、きれいな水質になってほしい。ゴミが流れている のも個々気
を つけたい
水の都広島のシン ボル的な存在だと思います

子供たち が遊べ、蜆掘りのできる 川になってほしい
川周辺の自然環境の保護と災害対策を 進めて、よ り親しみやすい太田川になってほ
しいです
孫たち が安心して住める 自然と親しめる 、環境整備された太田川になる よ うに願って

2170 広島県広島市安佐北区可部東

男 60代

災害対策と自然と親しめる 環境整備が行われている

2171 広島県広島市中区西平塚町

男 40代

もっとも身近な川でありながら遠い川。みんな太田川を 粗末に扱いすぎる

子供たち と一緒に泳げる 川になってほしい

2172 広島県広島市西区古江西町

男 20歳未満

汚れている

遊べる 場所を 増やしてほしい

2173 広島県広島市中区白島北町

女 40代

見た目はきれいになっている よ うだけど 、ビ ニール袋など のゴミがよ く流れている

います

途中の川の水質を よ くする こと。海のゴミを なくす。干満のとき川によ く流れている 。
山の木の保全を よ くする 。いろんな山の木を よ くする

素晴らしく整備されている が、歩行者のマナーの悪さが目に付きます。また、ボート
2174 広島県広島市中区舟入中町

男 60代

の停泊を 県・市の話し合いで決めてほしい。町民も協力します。橋にあわせ道路面
の勾配が建築的には年齢の多い人はムリと考えられます。公衆衛生推進として犬の

定期的に川の底の撤去しないと、石垣がもたない。すぐ 修理している 感じがする

糞の持ち 帰り運動
水質は一時に比べだいぶきれいになってきたと思うが、川底にはヘドロ とかゴミがま
2175 広島県広島市東区中山南

男 50代

だたくさんある 。昔のよ うな砂底で、多くの生物が生息できる 川を 目指し、もっと自然
を 意識する

2176 広島県広島市東区東山町

男 30代

2177 広島県広島市中区十日市町

女 30代

2178 広島県広島市東区矢賀新町

男 50代

2179 広島県廿日市市大野陣場

女 60代

2180 広島県廿日市市対厳山

男 40代

私は高齢になり、収入面で厳しくもなり、一時のよ うにゴルフへ行ったり飲みに出たり
と言った遊びもできなくなり、今ではせめての遊びが魚釣りです。しかし魚釣りに行こう
と思っても、広島市内河口域など 近くに駐車場や釣り場など ど んど んなくなり、近場
で釣りを 楽しめる ところがなくなりつつある

あまり子供たち が川で遊べる よ うな場所がない。田舎のよ うに川で泳ぐ ことができな
い

もっと川で遊んだり、泳げたりする よ うな場所を たくさん作ってほしいと思います

だんだん活気付いてきていいと思う

また以前のよ うな花火大会を 開催してほしい

下流の都市部を 流れる ６本の川はいずれもきれいな川という感じがします。水辺も

水辺に人が集まる よ うな施設や催しを 通じてよ り親しめる 太田川となってほしい。い

色々と利用されていて、日頃から太田川に親しみを 感じます

つまでもきれいな水の流れる 川であってほしい

緑（山）がとかく無くなりがち の気がする ので今以上なくならないことを 願います
①河川沿いに整備されている ところとされていないところが両極端である ②河川沿い
の車両通行道は、歩行者と車の歩行区別がしっかりしていないため危険なところが多 清流水が流れる 川
い

2181 広島県安芸郡府中町青崎東

女 50代

2182 広島県東広島市河内町

女 70歳以上

2183 広島県広島市西区三滝本町

女 30代

現在の太田川上流は水がきれいとはいえない

最上流から下水・排水の完備を 考えてほしい。水の都・七つの川と歌われた太田川
は広島の象徴である なら水質にもこだわりを 持ち たい

広島は河の町、そして橋も有名ですね。水不足になる と中心部の水位が下がりクラ

私は息子が小１まで川内で過ごしました。洗濯はよ く川でしたものでした。現在は汚水

ゲ等が浮いていますね。中心部の流域を 少しきれいに

になる ため不可能なことですが・・・。広島県の太田川もっともっと有効にしてください

西区三滝に住み始めて多くの人が三滝橋の川近くでバーベキューしたり魚釣りを す
る 姿を 目にする ことがあります。美しい太田川を ますます家族で楽しみたいと思いま
す

よ い子は川に近づいて遊ばない！と言うよ うな時代ですが、子供に水辺で遊ばせら
れる よ うな安全な場がもっと増えてほしいと思います

上流は自然がそのままで水もきれいだが、下流に進むほど 整備されている 場所とそ
2184 広島県広島市西区三滝本町

女 40代

うでない場所の違いがある 。６つの河に分かれる が、ど の川も街中に流れる 川なり いつまでも「太田川しじみ」が取れる 品質のよ い水・泥であってほしい

2185 広島県広島市中区八丁堀

女 20歳未満

「スイ スイ 」に乗って太田川から見た緑がとてもきれいでした

2186 広島県安芸郡府中町本町

男 50代

きれいになってきたと思います

のそれぞれの魅力があってもいいと思う
もっときれいな水であってほしいです
太田川は大きさの面でも誇れます。広島県の名所のひとつとしてリゾ ートや文化の場
所として変革されたと思います

上流部において、産廃土等が無制限状態で持ち 込まれている ことへの行政の対応

2187 不明

男 70歳以上

2188 広島県広島市中区土橋町

女 40代

毎年大雨で犠牲者が出たり、水が氾濫する イ メージです

2189 広島県東広島市八本松町原

女 50代

木や草が多く水が流れている ところが少ない

2190 広島県東広島市黒瀬町

男 60代

が見えてこない。下流の魚介類への影響を 懸念する

四万十川のよ うになってほしい
水の町広島としてもっともっとイ メージアップ してもらいたい。特に下流域については
平和公園を 中心に遊歩道など 自然と楽しめる よ うに・・・
もっと水を 増やすことが大事だと思う

太田川は県・広島市・周辺市町にとって最重要な水源であり、災害発生後でなく平常 広島湾の「カ キ」や魚また川の自然環境上、太田川周辺森林や生活用水の整備を
時から計画的に予算計上し整備が必要。いつ１００年に一回の大雨が降る か知れな 早急に計画的に実施する こと。問題が発生してからでなく平常時に取り組めば予算
も少なく、いい事業が実施できる 。県・広島の宝を 守れ

い
きれいな川。皆さんが努力していろんなこと（イ ベン トや広告）を されている ことはと

2191 広島県広島市安佐南区東原

男 30代

2192 広島県広島市中区光南

男 50代

レジャーボートの放置が多い早く強制的に撤去されたい

水の流れに沿ってカ ーブ 付近は水が強いので雨のときに見て護岸の整備を のぞむ

2193 広島県山県郡北広島町有田

男 70歳以上

洪水時のため土手を 高くして安心できる 太田川にしてほしい

利用ばかり考えないで水を ふやすよ うにしてほしい

2194 広島県広島市中区東平塚町

男 20代

水が汚い

てもすばらしい

啓発活動（みんなが分かりやすくとっつきやすいもの）を 期待します

遊泳は難しいが、泳ぎたい！と思える ぐ らいきれいな川だといい
環境悪化で絶滅する 生物が出ないよ うにしてほしい。ホタル・ゴギ・アマゴがいつまで

2195 広島県廿日市市宮島口東

男 30代

太田川は発電優先で環境は後回しになっている

もたくさん生息する 川であってほしい。清流といえば太田川と言われる よ うに自分も

2196 広島県広島市安佐北区あさひが丘

女 60代

災害は怖いけど 、太田川は自然が豊かでホッとする ところです

このままずっと美味しい水を 供給してください

含め一人ひとりが努力していきましょう
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2197 広島県東広島市高屋高美が丘

性
別

年
齢

女 30代

問４

問５

毎年、台風など 大雨になる と浸水など の災害が多く発生している と思います
①１９６３年から約２５年間市内で生活し、子供たち もシジミ捕りなど で太田川と親しん

2198 広島県東広島市高屋高美が丘

男 60代

できた。この間、川の整備も達成され防災・環境とも著しく進んだものと思う②東広島
市に１８年前に転居し、直後に台風１９号で断水した。このとき水道は太田川の水を
送水している ことを 知り、太田川についての関心は深くなった

2199 広島県広島市安芸区瀬野

男 40代

2200 広島県安芸郡府中町八幡

女 70歳以上

2201 広島県竹原市竹原町

女 40代

2202 広島県広島市安佐北区白木町三田

女 50代

2203 広島県広島市安佐北区白木町三田

男 60代

河につながれたままのプ レジャーボートが気になる 。危険度は？
旧広島市内を 流れる 川は景観が美しいが上流に行くと川の中に樹木が茂り、その中
にゴミが散乱している

自然と親しめ、多くの生物が生息できる 、昔私たち が川遊びしたりできたよ うな川に
なってほしいです
①日本名水１００選になって大変驚くと同時に嬉しく思っている 。さらに今後も努力さ
れたい②市内の河川の美化には更なる 取り組みを して、水の都としていくべきだ。特
に観光資源としての活用のためには特段の施策がほしいところである
下流近くでも子供たち が水遊びできる よ うな環境
広島湾に注ぐ 近くは川を 埋め立て川幅が狭くなっている のはなぜですか？川のほと
りを 下流〜上流へと緑の散歩道が続くよ う整備してほしい。ボートの係留はやめてほ
しい。水量がもっと多く遊覧船でゆっくり上り下りしたいです

太田川の近くに住んでいないのであまり知りません。最近はテレビ 等でオープ ン カ

台風のときの災害が一番怖いですね。災害が起こらないよ うに堤防の強化を してほ

フェ やコン サートなど は知っていますが、他のことはほとんど 分かりません

しいと思います

異常気象で防災のほうも大変。水辺の整備を しても流出すればまた大変。安全を 第
一に考慮してほしい

支流の川の整備。水辺の賑わいの場ができる とよ い

自然を 大切にと口で言う人ほど 、散歩中にゴミを 捨てたり犬の糞を 始末しない。特に 森林税は何に使うのか？個人の山の財産保護か？本当に水源保護となる のか？近
ボラ ン ティアに名を 借りた人ほど その傾向が強い感じがする 。真のボラ ン ティアは

2204 広島県広島市安佐北区落合

女 60代

ゴミのポイ 捨て禁止、看板が少ない、水量の少ないところではゴミが目立っている

2205 広島県広島市安佐北区口田南

女 60代

上千足のところがだんだんえぐ れている のではと思う

2206 広島県広島市安佐北区口田南

女 30代

増水時の川の事故が多いと感じています。ゴミが多い。マナー低下
災害等についてはよ く整備されている よ うですが、われわれ一般市民が楽しめる 整

2207 広島県広島市安佐北区亀崎

男 60代

備もしてほしい。私は高陽ニュータウン に住んでいますが、現在散歩には古い土手
の散歩道を 利用しています。左岸側にも考慮してほしい。左岸側にできれば車を 利
用せずに行ける

2208 広島県安芸高田市八千代町上根

男 50代

誰が見てもホッとする 景観を 整備してほしい

2209 広島県安芸高田市八千代町上根

男 60代

川の中に樹木が育っており、ゴミがかかり汚い

男 60代

育ち ます。立派な親川に整備されている と思います。しかし、災害についてはもう少
し考えていかなくては。抜本的には上流で洪水調整を

2211 広島県広島市安佐北区口田南

女 40代

2212 広島県広島市安佐南区

男 60代

2213 広島県広島市安佐北区落合南

女 50代

毎年、下流域では整備されて川の水と親しめる 環境になっていて、よ くなってきてい
る と思います

もっと太田川について大切に守っていかないといけない内容の文書を 出し、全市民

2216 広島県広島市安佐北区口田

男 70歳以上

よい

のを 見て、今ある 程度は改善されている と見て、今回・前々回の活動が河川の美化
の推進になればいいなと思います。整備はされている と思いますが、県外から来ら
れたお客さんはこの現状を 見て余りいい気分にはならないと思います

2218 広島県広島市安佐北区可部
2219 広島県広島市安佐北区可部

男 40代
男 60代

自然豊かで美しい

女 30代

に気を つけて守ってもらいたい

人々が大変な目にあっている ので、もっと阻止できる よ うな取り組みがいる と思う。
また、名水１００選に選ばれたとはいえ、もっとみんなが川を きれいにする 工夫がい
る と思う。言うほど きれいとは思えません

2221 広島県広島市西区中広町
2222 広島県広島市安佐南区八木

女 30代
男 40代

ないでしょうか？特に冬場は渡り鳥が多く来る よ うな整備がほしい

堤防を 整備しただけでなく、定期的に川底も手入れが必要と思う。大水のとき排水効
果が大きいと思う
私の住む町は江の川沿いで、土師ダムがある ところです。昨年９月１６日の大雨では
土師ダムは大変な力を 発揮してくれました。もしこのダムがなかったらと思うとゾ ッとし
ます。太田川と江の川は流れる 方向は違いますが、ダムの分水・送水によ りパイ プ
でつながっています。太田川・江の川と今後情報・イ ベン トの交流を 重ねましょう
東区のゴルフ場辺りは台風や大雨が続くと水位が上昇し、浸水を している のを よ く見
かけます。浸水を 防ぐ ために川のそばを （下流だけでなく）もう少し整備してもらえた

市民の集える コーナー、子供たち が水遊びできる 市民にとってもっともっと身近な川
になる ことを 望みます

イ カ ダが浮かぶよ うになる といい

世界遺産の原爆ドーム・原爆資料館など を 見学に来られる 方々の静脈として河川の
重要性を 感じる 。河川も１級河川・２級河川とありますが、１級河川・２級河川の代表
として今後広島県を 訪れる 方々の見る 目を 奪われる くらいよ くなったといっていただ
ける よ う、自分も含めてよ り一層努力を していかないといけないと思いました

もっと自然と親しめる 場を 整備する こと

太田川が、衣食住で大切な財産ですので、生活の一部ですので、上流・下流に十分

太田川流域で浸水や洪水など のニュースが毎年のよ うにあり、被害でたくさんの
2220 広島県広島市安佐北区深川

生き物が多く見られる 。同じよ うにはできないと思いますが、公園形式では可能では

川を 利用した観光事業を 企画する といい

ビ ・ラ ジオなど で清掃を している のを 見て魚の生息の一も昔から減少傾向だという
男 30代

高瀬堰の上流右岸を もう少し考えてほしい。古川周辺は散歩していて楽しい。自然の

等の整備を 望む
色々のものが流れてきたのが川の中の木に引っかかっている 。よ く清掃したほうが

ボラ ン ティアが定期清掃で河川にたまっている 。日常のゴミ（缶など ）を 新聞・テレ
2217 広島県安芸高田市八千代町下根

のが増えて美しい川だといいですね

太田川の安佐北区高陽側の護岸の整備が不十分であり、スポーツ 場・散歩できる 道

男 40代
女 70歳以上

子供たち が安心して遊べる よ うな川辺ができればと思いますが・・。やはり自然のも

魚が生息する よ うな場所を 整備してほしい

で統一見解を 持つこと

2215 広島県広島市安佐北区口田

楽しめる 川（安全対策）

らと思います

生物が生息できる よ うな整備
年に一回全市民が一体となりクリーン キャン ペーン を 行っています。町内総会等で

2214 広島県広島市安佐北区口田

魚の住める 川（水質改善）、鳥の集まる 川（水辺の緑化）、子供から大人までみんな

沿線の住民が寛げる 場所、色々な動物がいつでも見られる 環境を

広島には多くの川が在ります。なかでも太田川は母なる 川です。親川を 見て小川は
2210 広島県安芸高田市八千代町勝田

頃はトイ レに入っても穴を ふかない人が多いよ うだ（去る ときは来たときよ りも美し
く）

無償である ！

一人ひとりが美しい川になる よ う常日頃保護したい

川に生物があふれ、ゴミや汚水に犯される ことなく誰もがきれいと思える よ うな、憩え
る よ うな、そんな川であってほしい。みんながもっともっと川について関心を 持って川
を 愛してそして川を 自慢に思える よ うになったらいいなと思います

もっと環境面を よ くしてほしい。川にごみが多くて困る 。掃除ができればもっと市民も 市民が誇らしく思える よ うにする べきである 。太田川の必要性・良さ・現状を 市民に
参加できる ものを 検討してほしい

伝えてほしい

周辺市民が安心して暮らせる 状況下にある のか、資料を 見て不安に思った

堤防建設から４０年以上経ち 、地球温暖化等周辺環境は変化しています。堤防の再
検査等必要ではないか

川の中にごろ石や樹木が多く、川幅も狭く、洪水時の災害危険性を 伴うよ うで、水中 工場排水・家庭排水の水質向上を 図る ためのチェ ック、監視体制の強化。子供らが

2223 広島県広島市安佐北区三入東

男 60代

生物にとっても生息しにくい環境になっている

安心して水遊びができる 癒しの場となる 環境に整備する

2224 広島県広島市安佐北区亀山南

女 60代

最近はあまりゴミもなくきれいだと思っています

昔のよ うに川で遊んだりしてほしい

2225 広島県広島市安佐北区真亀

女 60代

伐採して水の流れを よ くする こと

2226 広島県広島市安佐北区亀山南

女 60代

全般には昔に比べる と整備されてきれいな水の流れを 感じる 川です

2227 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

2228 広島県広島市安佐北区可部町南原

2229 広島県呉市広文化町

男 60代

女 40代

男 70歳以上

2230 広島県呉市焼山中央

男 50代

2231 広島県呉市本通

女 60代

2232 広島県呉市焼山此原町

男 70歳以上

以前に比べ水量が少ない・川の両岸が汚い・魚の種類が少なくなった・安全な場所に
スポーツ 広場が少ない

男 30代

めてみんなが楽しめて安心できる 川になる よ う希望します
昭和３０年ごろのよ うな透明度の高い川に戻し、適当な水量を 保ち アユの川を 復活
されてほしい。アユのための川沿いの駆除を 、また外来魚の駆除もあわせて行って
ほしい

上流・中流・下流に分けて生物がそれぞれ生息してる 状態は嬉しく思います。災害対
策はなる べく自然に優しくしてほしいと思います

これからもますますの水質浄化を 望みます。太田川の水源は広島市の人々の心を
も豊かにしてくれる と思いますので・・・。このことが自然災害が弱まっていくのではと
思います

堤防が低いと思われる よ うところがあります。川中島・川の中の樹木の撤去を したほ まず、災害対策を 。余力があれば環境整備を 。水害時に多量の水を 逃すトン ネル
うがいいと思われる ところがあります

はできませんか？

魚釣り以外で市民が憩える 場の設営等が臨まれる 。下流・中流・上流において景観 河川が海を 育てる を 主として、太田川に限らず全ての河川において水質管理・その
を 重視した整備作り

他自然環境の保護が最優先で課題のよ うに思える

水のきれいな川と思う

ダムを 作っても洪水対策にはならない。災害対策はその他の方法で実施されたい

下流域はよ く整備されている と感じますが、中流域の中洲の樹木に鳥のフン で景観
2233 広島県広島市東区温品

都市部の河川敷はかなり整備されている が、郊外の河川敷を もっともっと整備を 進

が見苦しいのと、上流域の度々の災害によ る 護岸決壊での工事費及びそれに伴う
影響の不便を 感じる

太田川は広島の母なる 川であり、広島県西部地区のラ イ フラ イ ン とみんなが考え、
不法投棄がなく他県からの観光客の人々が「美しい川」と思ってくれる よ うになっても
らいたい。後、災害等で決壊した場合、川沿いの住民だけでなく、広島県全域にテレ
ビ ・ラ ジオで情報を 逐一流してほしい

私は呉に住んでいる ので太田川から水の供給を 受けている ことは聞いたことがあり 太田川の水は美味しいと感じています。水質の維持のためにみんなで協力して美しい
2234 広島県呉市西中央

女 50代

ましたが、広島には川が多く具体的にど の川が太田川かよ く分かりませんでした。こ

きれいな水を ずっと保って行きたい。このよ うなパン フレットによ り広島市民を 始め

のパン フレットを 見て太田川のことがよ く分かりました。川の身近な広島市水辺のカ

恩恵を 受けている 私たち もできる ことがあれば参加したいと考えています。名水１０

フェ 等出かけてみたいと思います

０選であり続ける よ うに

2235 広島県呉市安浦町安登東

男 50代

まだまだペットボトル・空き缶が浮いている 。汚い

市内近くでも鮎漁が見られる よ うな自然を 取り戻す

2236 広島県呉市西辰川

男 50代

旧可部線沿いが風景がよ い

みんなで太田川を きれいにしよ う

2237 広島県呉市仁方錦町

女 40代

54/76

Ｎｏ ．

住所

2238 広島県呉市中央

性
別

年
齢

女 40代

問４

問５

私たち の生活を 支えてくれる 太田川の水は、みんなで汚さないよ うに大切に守って
いかなくてはいけないと、常日頃から思っている 。特にありがたい川だと思う

女 60代

近年めざ ましい環境整備に期待しています

2240 広島県呉市築地町

男 50代

透明度が悪く水が汚れてゴミが多い

2241 広島県広島市南区段原

女 30代

大雨になる とど うなる か分からない不安な感じがする 。穏やかに見える けど ・・・

2242 広島県広島市西区己斐大迫

女 30代

男 60代

2244 広島県広島市東区温品

女 40代

2245 広島県広島市南区

女 20歳未満

場所は様々。バーベキューできる 場所を 決めて管理していくべきだと思う。ああいう
人たち は川で食器を 洗ったりして水を 汚している と思われる から
全国に誇れる 名水を いつまでも守って水の都として親しみ、身近に太田川と接してい

2239 広島県広島市西区古江西町

2243 広島県廿日市市阿品台

上流でバーベキューとかしている 姿を よ く見かける が、勝手に川原でしている よ うで

きたいと思います
きれいな川になればみんなもゴミを 捨てたり汚さないから、広島として誇りを 持って全
国に自慢できる 川にする よ うもっときれいにする 活動を 進めてほしいです

太田川上流域・中流域は水がきれいで素晴らしい。このきれいな水も守ってほしい。
広島の水は太田川のお陰でおいしい水です。大切にしたい太田川です
河川敷を 掘り下げ水面を 広くして水面によ る やすらぎ場を 広くする （洪水によ る
再々の河川敷整備は税金の無駄）

水質はよ く、大雨が来ても大潮でもびくともしない川を 望みます
お金を かけないで安全を 守る ためには・・を 考える 。台風時、いままでよ り台風の大
型化を 考えて堤防の高さを 考える 。強化する 。土砂災害が起きる よ うなところには
家を 建てさせない
上流域にも水と親しめる 場所を 作る こと（広島市には必要ない）

私たち 広島人にとって誇れる 川

現状維持していただきたい。防災強化していただきたい（災害に関して心配です）

とってもきれいだと思う。見ている とストレス解消され、とても癒される 。水質がもっと

水の都市として美しく、自然豊かで、水辺で憩える 場所としてもっともっと活用してほし

きれいになる といいなぁと思う

い。川遊びできる 場所を 作ってほしい

河川敷の有効利用。例えば、三滝地区にしじみの放流を している が、利用できる は
2246 広島県広島市安芸区畑賀町

男 60代

近郊住民だけで我々は駐車場所もないため遠くから眺める だけ。休憩場所としても常 市域を 守る 洪水調整
に開放してほしい
もっと気軽に水辺に下りられる 場所を 整備してほしい。放水路だけでなく色々な川で

2247 広島県広島市東区中山新町

男 30代

川に親しむための施設が少ない

2248 広島県安芸郡府中町山田

女 30代

広島市のシン ボルとしての存在は大きいと思います

きれいな川ですねと初めて見た人から言われる よ うな川を 望みます

白島の上の中洲は鳥の住む場所になっていますが、あの辺りは上流からの砂が堆

上流はできる だけ自然を 残す。下流特に広島市内の河川はだんだんと整備されてき

2249 広島県広島市西区横川新町

女 60代

スポーツ ができる よ うにしてほしい

積されている よ うに思いますので、一考を 要する と感じます。本川橋付近のボートは ている と思います。道路を 横切らず橋の下を 通れる ところを もっと増やしてほしいと
早く撤去してください。取締りを 強化してください

思います

上流の河川のことは知らないのですが、平和公園辺りからは眺めは美しいけど 、近
2250 広島県呉市焼山宮ヶ迫

女 60代

づきがたく大人も子供も太田川の水に安心して触れられる 状況がほしいと思う。公園
内もしくは平和公園の近くに太田川の水を 引いて足を つけたり入れたりする よ うな木
陰の多い休息の場を 設けてほしい

2251 広島県広島市西区井口鈴が台

女 20代

2252 広島県広島市西区庚午南

男 40代

2253 広島県広島市佐伯区藤の木

女 40代

2254 広島県広島市西区草津東
2255 広島県広島市安芸区船越

ＪＲに乗って川を 渡る とき、見える 風景がお気に入りです
名水１００選に選ばれている 太田川の水質の良さ、そして広島の生活を 支えている
水としてありがたく感謝しており、広島県人として太田川を 誇りに思います
じる ことができる

でも安全な水が飲めればいいですね

女 40代

河岸でスポーツ ができる よ うになっている がほとんど 利用されていない。残念です

設備を 増やすよ り自然を 残してほしい

女 60代

以前に比べずいぶん整備されてよ くなったと思う

これからも水質の保持と環境の美化を 希望します

女 50代

のコン サートなど 水辺に人が集う様子など 見て、こんな利用の方法もある んだと感
心しました

2257 広島県広島市西区己斐上

自然災害にも強く自然が豊かな環境を 。今以上の太田川を 望みます

オープ ン カ フェ や水辺のコン サート等楽しめる イ ベン トがあり、よ り身近に川を 感 水質のよ い太田川を 大切にし、自然と共存できる よ うな取り組みを してほしい。ど こ

転勤で広島に来て川がとても多いのにびっくりしました。また、オープ ン カ フェ ・水辺
2256 広島県広島市西区高須

水質は常に向上を 目指してほしいです。水辺の色々な風景を 紹介してほしいです

男 30代

2258 広島県広島市東区戸坂出江

男 70歳以上

2259 広島県呉市天応西条

女 30代

2260 広島県広島市西区

男 60代

す

戸坂からはゴルフ場が独占している よ うに思われます。もっと市民に親しみやすくし
てほしい

川が多い割に橋が少ないのでは？
①もう少し下流まで整備してほしい②クリーン 太田川に参加している が、カ キ業者の

2262 広島県廿日市市地御前

女 40代

広島を 代表する 川。太田川花火大会の混雑

2263 広島県広島市西区鈴が峰町

男 60代

水辺で楽しめる よ うきめの細かい美化等さらに整備する 必要がある

2265 広島県広島市西区山田新町

男 60代

公園と緑があればいいですが水害対策が先に必要ですね

①護岸道路を 完全にする ②信号を なくし、川の中へ交差用の道路を 作る ③広島は

女 60代

女 40代

市民一人ひとりも日頃から意識しておかなければいけない
水鳥など 多く飛来する よ うに環境整備してほしいです。水上交通を 活かしてほしいで

放水路的な感じが強すぎる

2261 広島県広島市西区

2264 広島県広島市西区古江新町

自然豊かな山・海・緑を 守りつつ、沿川の整備を お願いしたい。災害対策に私たち

機材が多い。ど のよ うな指導されている のか？

市民に親しまれる 川。人間と共生できる 環境となる よ う、日常的に考える べきだ

第一に水質が一般市民等に目で分かる よ うにする 。必ずしも太田川に触りたいと思
わない部分がある

下流域は都市にありながら比較的きれいで市民の憩いの場になっている ところがと 原爆を 受けた太田川も平和のシン ボルとしていつまでも清く美しい川であってほしい
てもいいと思います

と願います

下流部分は整備されたが上流はまだまだですが、しずぎる と自然が損なわれる

下流部分は高潮対策等。上流は自然環境に配慮して

川のそばに住むのが夢でＨ８年頃からこの地に住んでいます。７、８年前に子供と祇
園大橋の下で時々遊んでいたのですが、数年前から川の砂の色が違っている よ うに
思えます。また、干潮の時川底が以前よ り広くなった気もします。常に注目している わ 都会に住んだことはないので広島の水の美味しさはよ く分かりませんが、ゆったりと
2266 広島県広島市安佐南区長束

女 40代

けではないので確かなことはいえませんが。もともともっと黒っぽい泥っぽい砂だった 流れる 水と川辺の緑に心癒される 毎日で感謝しています。町までの通勤も遊歩道？
気がする のです。白木のほうでしたか、何年か前に山での不法投棄か何かで山が崩 を 大手町まで川のほとりを 行くので信号や車との接触もなく快適です。水のきれいさ
れていたことがなかったでしょうか？あのときに変わったよ うな印象を 受けました。た

はもち ろんですが、広々とした美しい景観であり続ける ことを 願います

だ、大芝水門・祇園水門の近くですし、職員さんもいらっしゃる のでそれが問題ならお
気づきでしょうし、特に何ともなければそれでいいです

2267 広島県広島市東区

男 60代

2268 広島県広島市東区上温品

男 70歳以上

太田川はよ く整備されている とはいえ、２〜３年に１回はど こかで洪水・高潮等の災

終戦後、しばらくの間小学校のプ ール代わりに旧市内の川で泳いでいた。魚だけでな

害が発生している 。もっと安全な川にしてほしい

く子供たち が泳げる ぐ らいきれいな水にしてほしい

自然環境を よ くする

台風の洪水に整備しておくこと
広島県全体の川の水質は全国的に見てさほど 悪いほうではないと思います。でも、

2269 広島県広島市佐伯区海老山南

女 30代

広島市は太田川とともに生きています。水質が一度悪くなる と戻る ことは困難です。

これに甘えず日本で一番美しい川の水質を 目指す県民運動を 展開できる と素晴らし

まだ美しい箇所が残っている ので、底は残していかなければならないと思います

いと思います。川を きれいにする キャン ペーン や、川遊びを する イ ベン トなど もっ
と増える と違ってくる と考えます

私たち が子供の頃よ り、見た目で水がきれいになり、ゴミが流れなく、水も他県と比べ 今後予想される 多発災害に対し、今のうち に対策強化してください。これらに対する

2270 広島県広島市南区皆実町

女 60代

てうまいらしいし、広島のシン ボルだと感じています

税金投入はあたりまえです

2271 広島県広島市安佐北区口田南

男 30代

魚が減った

水量があり、魚が多くなる こと

2272 広島県広島市安佐南区沼田町伴

女 40代

正直、考えたこともありません

良くも悪くも人が一切手を 加えずそのまんまで行けたらいいけど ね・・

2273 広島県庄原市山内町

男 60代

特に市内に緑がほしい

2274 広島県庄原市宮内町

男 40代

ゴミが少なくなればいいと思う

2275 広島県庄原市比和町比和

女 40代

水の都広島として太田川は今まで以上に重要となる が、そのためには周辺に緑を 育
ててほしい
ゴミの少ない、水がきれいで子供が安心して遊べる 川になってほしい

私たち が住んでいる ところよ りも川幅の広い、長い川がある んだなとつくづく思いま
した。アユも釣れる 川のきれいなところですし、いつまでもこのよ うなきれいな川で
あってほしいものです

住んではいませんけど 、温暖化が進んでいる よ うですので災害が大きくなる よ うな
気がしますので、被害が少なくなる よ うに早急に対処したらいいと思います

2276 広島県広島市西区天満町

男 70歳以上

年ですから何も分かりませんが、係りの方が積極的に実施する ことを 希望します

係り・担当官で考えてくださる ことを 祈ります

2277 広島県庄原市高門町

女 40代

コン クリートで固められたところが多い

昔のよ うに、めだかやドジョ ウが住める 自然に近い川にしてほしい

2278 広島県竹原市下野町

女 60代

母なる 太田川。安心･安全を 守ってください

みんなに愛される 川。透明感・清潔感のある 、魚がたくさん泳ぐ 川に努力ください

2279 広島県呉市広古新開

女 20歳未満

少し緑が少ないと思う

環境を よ くしてもっと多くの生き物が見たいです

2280 広島県安芸高田市向原町長田

男 60代

2281 広島県安芸高田市向原町

女

私は小学生の頃川舟で潮干狩りを した記憶があり、大変楽しかったのを 覚えていま

太田川を もっとみんなで利用して想い出を 作りませんか？船から両岸を 眺める 風景

す。帰りは帆を かけて帰ったことを 忘れられません

はとても変わっていて楽しい

上流・中流はきれいなイ メージがありますが、下流域はよ ど んで汚いイ メージがあ

良好な水質の維持と自然災害が起きにくいよ うな河川の取り組みが必要ではないか

り、人が泳げる というイ メージが持てません

と思います。関心を 持てる よ うな川にする ための取り組み

2282 広島県東広島市西条町大沢

男 30代
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せせらぎ公園など とてもきれいに設備され、ぱっと見は美しくなっている がやはりゴミ
2283 広島県安芸高田市甲田町上小原

女 30代

が多くある 。それが海へ繋がり日本のゴミが遠い国のど こかまで・・・。そのために
困っている 動物や人々がいる こと！やはり自分のことだけでなくいろんなことを 考え
ないといけない

川が人々の生活に、昔のよ うに身近なものではなくとても遠くなっている 。このチラ シ
のよ うなもので川のことを 広島の人に知ってもらうのはとても良いことと思う。川はと
ても自然豊かな大切な場と思う

昔よ りはだいぶ水質がよ くなっている 。最低限現状を 保つよ う全員が努力する こと。 自然災害の発生しにくい川にする 。さらに水質を 向上させ魚釣り等楽しめる 川にす
2284 広島県安芸高田市甲田町下甲立

男 50代

水害になる と特に上流に被害が出ている のでこの対策を 考える 必要あり。上流にゴ る 。学校のプ ールではなく昔のよ うに川の決められたところで泳ぐ よ うにする 。その

2285 広島県安芸高田市吉田町小山

女 60代

水が悪い

ほうが楽しかった

ミを 捨てている ので罪を 重くする

2286 広島県安芸高田市高宮町川根

男 60代

2287 広島県竹原市福田町

男 20歳未満

車から見下ろしたとき、美を 感じる よ うな川
ど の川もですが、太田川でも川の中に樹木が育っていて川の水の流れを 止めていま
す。この樹木を 伐採して川の水の流れを よ くして大洪水に備えてください

とてもきれいな太田川はこのままでよ いと思いました

ぼくたち が「広島といえば太田川」と言える よ うな川になる ことを 望みます

水質があまりよ くないのと、大雨等でにごる ことが多く、景観があまりよ くないし、無断
でレジャーボートを 留めている 人が多く、政令指定都市としてはもっと美しい河川に

みんなが集まる よ うな美しい河川になってほしいと思います。ど うしてもダムが必要な

2288 広島県竹原市吉名町

女 40代

2289 広島県安芸郡府中町石井城

男 70歳以上

2290 広島県広島市中区舟入幸町

女 50代

昔よ りゴミが少なく思います

みんなの意識で美しい川になる よ うにつとめたい

2291 広島県広島市中区竹屋町

男 60代

川でイ ベン トを して人を 集めて川が大切なことを 周知する

川の清掃と草など を 除くボラ ン ティアによ り川の草・空き缶など を 清掃する

2292 広島県広島市中区舟入中町

男 40代

する べきだと思われます。できれば安心して水の中に入れる よ うにしたいです。災害 ら奥のほうに作り、水力発電も取り入れて有効的利用を すべきだと思います
時も迅速な対応を してほしいと思います

2293 広島県安芸郡坂町

女 20代

きれいな川である ことを 願う

①潮が引いたときに水がくさい②一昨年の台風のとき、堤防を 水が越える のではな
いか不安だった

女 60代

ゴルフできたりする ところがある のは分かる けど 、他に何ができる か教えてほしい。

他の川に比べたらきれいだと思う！

子供だけじゃなく大人も水遊びできる と嬉しい

です。今後もこのまま続いていけばいいと思い、またできればもっと広い地域で私の
よ うに感じられる 人々が増えればいいと思います
広島は水が豊かとして全国でも誇れる と思われます。太田川のお陰です。防災的に

2295 広島県広島市安佐南区相田

女 60代

もそのよ うに高名になる と良いと思います。自然に逆らうのはできませんができる こ
となら安全なところとして危険箇所は補強する

2296 広島県広島市安芸区上瀬野南

男 40代

2297 広島県安芸郡熊野町

男 60代

2298 広島県広島市安佐北区安佐町久地

男 70歳以上

2299 広島県東広島市八本松町原

男 50代

2300 広島県広島市安佐南区沼田町伴

男 70歳以上

下流は汚れていてボートなど が止まっていて、景観が悪い

男 60代

環境を 壊さないよ うに整備してほしい。広島市の水として必要である 川。良質な水を
保ち 、安心した川水として誇れる 川になってほしい
が出る

る 。川の中州にアシを 植えて水質を よ くする ③海は魚介類が多く取れだす

さでよ いか温暖化によ り水位が年々高くなっている 。橋の橋脚にロ ープ でつながれ

男 60代

年毎に堤防が美しくなっており，市民のほこりに思う。

女 40代

2307 広島県広島市西区高須台

女 30代

魚等が多く生息する 川に整備してほしい

①工場排水など で水質が悪い②大型ゴミが流れている ③海が汚れて魚介類に影響 ①みんなの川なのでゴミなど 捨てない②工場排水も検査を 厳しくして水質を よ くす

2303 広島県東広島市志和町志和東

2306 広島県広島市東区温品

河川工事を なくし、魚や植物が生息できる よ うに自然体にしてほしい
しい

水質はだいぶよ くなってきている と思うが，もっときれいになってほしい

男 60代

木とか続くと良いと思います

何年か前に一度大水が出て河岸の方が困っておられる 。なお一層整備を 望む

男 40代

2305 広島県広島市東区福田

基町〜寺町、白島と桜並木が美しいので岩国市上流のよ うに行けど も行けど も桜並

る 川、子供が泳げる 川、自然と親しめる 川を 増してください

2302 広島県広島市安佐北区口田南

女 20代

災害防止にも役立つ川であってほしい

以前から見れば整備されたと思う

ている 船や川の中の流木，廃船が目立つ。洪水の時の水の流れが悪くなっている 。

2304 広島県広島市中区広瀬北町

観光にこられる 人々にも喜んでもらえる よ うな美しい水と美しい景観を 保ち ながら、

上流側の水質管理は十分行われている か心配です。ど こでも多くの生物が生息でき 今まで以上に水の管理を しっかりやっていただき上流〜下流まできれいな川としてほ

堤防の改設工事など が行なわれている が，満潮時の水位を 見る と現状の堤防の高
2301 広島県広島市南区皆実町

促進と、夜間の安全対策（物騒で変質者が多いので、夜間ウォ ーキン グの安全確
保）

熊野の一部では太田川の水を 生渇水としていただいています。美味しいきれいな水
2294 広島県安芸郡熊野町石神

①安全・環境面からの整備を お願いする ②川沿いのウォ ーキン グコースの整備の

①橋の橋脚につながれている 船の完全除去によ り橋の損壊防止。 ②川床のヘド
ロ ，流木を 除去し川床の改善 ③堤防の上を 緑化し，橋の上の道路，信号を 通らな
くてもサイ クリン グ，散歩，ジョ ギン グができる よ うに橋の下を 通行できる よ うにし
てほしい（一部はしてある ）

上流域の山間地の手入れを しっかりして，今以上の清流にしてもらいたい

とにかく水が汚いイ メージがある 。現在では災害が起こった時は防ぎよ うがない状態 市民に災害が起きたときの情報は（ど こに避難すべきか，ど うしたらよ いか）事前に
である だろうとは思っていた。

知らせてほしい。そのためにも災害対策を きち んと行い知らせる べき

特定の市民しか利用していないのではないか？河川敷の右翼の街宣車が不法駐車
されている 。野球場利用など 偏った活用（ゴルフ場）が目立つ
広島を 守り，市民の憩いの場である

市民に広く活用してもらうよ う努力する べきだ。車での利用禁止する べきだ。子ど も
から大人，また身体障害者など 幅広く有効利用できる よ うアクセスも考えて開発する
こと
広島市のシン ボルとして自然を 守り，きれいな水であり続けてほしい

中流域では子ど もたち の水遊びができる が，下流域では水遊びを させたいとは思わ
ない。

昔に比べたら水はとてもきれいになりました。これからは下流域でも遊べる （水遊び）
くらいきれいな水にしたいです。積極的にゴミを 拾い，きれいな川づくりを 心がけたい
です

賑わいの場として大変よ いと思います。自然の中でストレスも解消，ウォ ーキン グの
人も多くなっていますが，家族のアウトドア，中学生のだべり場，釣り人，私は干潮時
2308 広島県広島市西区中広町

女 60代

間に釣りを していますが，人々のマナーの悪さ，ゴミの多さに不愉快になります。注
意する こともありますが，少し怖いです。何とか罰して少なくできないでしょうか。犬の

雨や台風のたびに川底に砂が盛り上がっている よ うに思いますが，川床は少し掘る
のもど うでしょうか。水の流れが変わっている と感じる 。

散歩のついでに川に投げ捨てる 人も（大人の方で）
2309 広島県広島市西区中広町

男 70歳以上

2310 広島県広島市西区三滝本町

女 30代

河川敷を 整備を する 。（草を 刈る ，地を ならす）低いところは雨が降れば水がたまっ
ています

中州がある ところは取り除き，流れを よ くする 。川床の高いところは土砂を 取る

水質はかなりよ くなったと思います。身近に流れている 太田川は分かりやすいのです 去年ブ タクサが生えていたため花粉症なのでアレルギー症状がひど く辛かったです。
が，離れている 場所の太田川の状況は分かりにくいです。北広島町に遊びに行こう なる べくアレルギーの症状が出やすい植物を 除去していただければありがたいで
とする と道路が閉鎖されていて驚いたことがありました。
以前よ りきれいになってとってもよ かったと思います。沿川の緑も増えて自然豊かで
2311 広島県広島市西区南観音

女 20代

足を 運びやすくなりました。このままで，これよ り汚くならないよ うに私たち が気を つ
けたいです。

2312 広島県広島市西区
2313 広島県広島市西区古江東町
2314 広島県広島市西区井口

男 70歳以上
男 60代
女 40代

す。
ますます人が集う太田川であってほしいです。災害も増えている ので，川の水があふ
れないよ うにこれからも色々な取り組みを 強化してもらいたいです。

大切な水資源です

橋の強度？（耐震）

昔から見る と今はきれいに整備されていますが，色々なところを 見て全てがよ いの

広島の川はきれいだと皆さんが思っている ので一人一人がゴミなど を 捨てないでき

か調べてみる ことも必要かな

れいにしていたいですね

下流域はよ く知っていますが，上流域のことはあまり知りませんでした。機会があった 台風によ る 高潮の被害が出ないよ う，地域の皆さんが安心できる 川になってほしい
ら家族で訪れてみたいです。

です。

2315 広島県広島市西区古江西町

女 40代

・水がきれいな川 ・多くの人が利用している 川

2316 広島県広島市西区井口台

男 40代

水質が悪いイ メージがある 。暗いイ メージがある 。

・水質を 維持し，よ りよ くする ために沿川上流での森林整備やゴミ拾いなど の運動
・もっと水遊びができる ところの整備
水辺で子ど もが遊べる レベルの水質確保。川の周辺を 明る くできないか？
災害に強い川づくりを 望む。区によ ってすごい差がある のはおかしいと感じる 。ベン
チがあったり太陽のラ イ トが整備されている ところもあれば，土で雨のたびぬかる ん

2317 広島県広島市西区南観音町

女 40代

全体を 見たことがないのでよ くわからない。下流しか知らないから

2318 広島県広島市東区福田

男 60代

今のまま維持できる よ うに！みんなで大切に！

全国で有名河川太田川で次世代へ

2319 広島県広島市東区牛田新町

女 30代

整備されて河岸が散歩コースになっている ところを 最近知り，身近に感じました。

水辺の近くで夏にはキャン プ ができたりする といいかなと思います

2320 広島県広島市南区黄金山町

男 20歳未満

広島のシン ボルだと思う

このきれいな川を 汚すことなく未来に伝えていければよ い

2321 広島県広島市安佐北区白木町秋山

男 50代

安佐北区内の太田川は河川整備が遅れている 。堤防の整備を 早くする

川で泳げる くらいの水質にして，水についてのイ ベン トを 多く行なう

2322 広島県広島市安佐北区倉掛

女 50代

2323 広島県広島市安佐北区白木町小越

男

でいる のも。嫌な所とか，ラ イ トもないところもいっぱいある 。中区はいいのに，そ
の他は遅れている 。不公平だと感じる

随分整備され，災害の心配が少なくなってきましたが，台風など 心配です。18年の台
風の整備もまだ終わっていないところもあります。

早めに直してもらい，きれいな川を 保ってほしいです

三篠川の柏木橋の側に家を 立てて30余年，毎朝夕水位記録の方のご苦労に頭が下 今川床には中洲ができて川の流れが2分されている 。中州のアシ，柳の成長は早く，
がる 思いでしたが，最近では無線で規定報告している よ うで安心した。今までで後10 予算を 確保して順次各期に排出工事を すべきである 。放置すれば川上で堤防オー
セン チで警戒水位を オーバーする 時が1回あった。

バー事故が発生する だろう。
遊歩道にもう少し日よ け（木陰）とベン チを 増やしていただければと思います。また，

2324 広島県広島市安芸区矢野南

男 60代

遊歩道が設けてあり，大変よ いことだと思います。（水の都という雰囲気がよ い）

広島市は平和都市の代表格であり，それと合わせて観光としての水の都というイ メー
ジを 観光客に与えられればと思います。（川縁でくつろげる 雰囲気）

2325 広島県広島市安佐北区真亀
2326 広島県広島市安芸区瀬野西

男 60代
女 60代

特に水枯れのときの風景が貧しい場所が多くて悲しいです。
川と人との距離が遠くなっている よ うな感じです。
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子ど もの時から親しんだ大好きな川です。でも昔のよ うにメダカ を 採ったりシジミを

2327 広島県呉市天応伝十原町

女 50代

2328 広島県広島市安佐南区西原

女 30代

太田川はみんなの憩いの場所としては活用されていないと思います。

イ レが近くにないとか，不便です。後，河原，川沿いに木々が少ないので増やしてほ

2329 広島県呉市広塩焼

女 50代

美しい水に，飲める 水に，安い水に

魚（動物）の命を 大切に

2330 広島県呉市本通

男 60代

2331 広島県呉市西中央

女 30代

市の中心部を 流れ，憩える 場所にある

ごみなど の浮かばず，誰が見てもきれいだなと思える 川

採ったり出来なのは残念です。

みんなが自然に親しんで，憩いの場として利用できたらと思う
もっと家族など で河原遊びができる よ うな整備を してほしいです。川で遊ばせてもト
しいです。

2332 広島県山県郡北広島町南方

女 60代

2333 広島県山県郡北広島町川戸

男 70歳以上

2334 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 70歳以上

2335 広島県広島市中区吉島西

女 40代

2336 広島県広島市中区舟入中町

女 60代

2337 広島県広島市南区比治山町

男 40代

2338 広島県広島市南区宇品西

男 50代

2339 広島県広島市安佐南区西原

女 50代

牛田浄水場の近くに娘夫婦と孫，子ど もたち と6人が住んでいます。浄水場の周りを 川の水が汚れないよ うに川はもち ろん，河の近くに物を 捨てないよ うに一人一人気
歩いたことがあります。太田川の水底はきれいだなーと思いました。

水量が少ないダムを 少なくする か，放流量を 多くしていくべきです

を つけてきれいな太田川の川づくりにしていきたいと思います。

太田川は基はイ カ ダが流れていた頃に戻したい。太田川全体でど こでも水を 自由に
飲める 川にしたい。今では上流（旧安佐町小河内地区）までしか安心できない

川の中上，中・上流において，家庭ごみが多く見られる 。市民のボラ ン ティアを 募り ゴミの少ない，またにおいのしない川でいてほしい。下流では悪臭（家庭臭）のする と
年何回か撤去活動を して川のあり方を 考えさせる べき

きがある ので

川の側の家です。高潮対策でよ くなりましたが，川幅が狭くなった水はど うなる ので

自然と一緒に気軽に散歩できる よ うになればと思います。ただ，夜遅く不良たち が集

しょうか。下に一度に流れ不安です。

まる よ うになる ことは反対です。地域の協力も大切でしょう

以前に比べる とだいぶ整備されている が，災害時の強化がまだ不備である 。堤防の
強化が必要である
まだまだ川遊びを する 気にならない

良好な水質と災害対策の強化
気軽に川遊びのできる 川

ここ10年余り太田川近くに住み毎日感じる ことは①川床が土砂の堆積，流木によ り 広島という「水の都」を 支える 太田川は美しくすばらしい川だと思います。郷里の自慢
浅くなったこと②樹木が台風など で枯れ，撤去されたため緑が減少したこと。こんな状 でもあります。ですが，一度災害が起これば浸水の被害が拡大する 危機感を 感じま
態ならすぐ に川の水が氾濫しかねないな〜と感じます（災害時において）

我が家の近くにはせせらぎ公園があり，太田川が流れていますが，バーベキューが
2340 広島県広島市安佐南区緑井

女 40代

できる 広場もあり，夏はお祭りもある など にぎやかなとてもよ い公園です。ただ，水
質の悪いことが気になります。大腸菌がひど いということです。幼稚園児やもっと小さ
い子ど もさんが水遊びを している ので心配です。ど この川も同じなのでしょうか？

2341 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

女 30代

2342 広島県広島市安佐南区山本

女 70歳以上

す。名実ともに豊かさを もらえる 川にしていただきたいです。
地元の方ですが，太田川を よ みがえらせる 働きを されている すばらしい方がいて，
何年か前からホタルを 太田川（八木方面）に戻して見せる と頑張っておられ，現在ホ
タルがたくさん見られる とのことです。そのよ うな自然が少しでも戻る ためには，一人
一人の意識だと思います。あと何年広島にいる かは分かりませんが，私がいる 間に
団結を 持ってすばらしい太田川になる と信じています

ゴミが流れていたりと川を 汚す人々がいる のでみんなで清掃活動にもっと取り組む

川で泳いだり水遊びができる 場所を 作ってほしいです

川床を 掘り，中州を あまり増やさないほうが水の流れを よ くする のではないかと思

川の流れを 妨げる ものは撤去し遊泳のできる 川，清潔な川にしたらいいのではない

う。牛田のほうの川は島らしいものが多いと思う。増水した時に妨げになる のではな かと思う。小学生の頃の恐ろしい記憶の洪水が起こらないよ うに周辺の整備に心が
ける べきと思う

いかと思う。例えば流木が引っかかったり
自然が豊かで緑も多いのでいいと思う。ただ太田川にかかる 橋が少なく，いつも混む

2343 広島県広島市安佐南区東原

女 30代

2344 広島県広島市安佐南区中須

女 40代

土手や河川敷を きれいにしてもらう工事が進み，草刈も定期的に行なわれ，とても手 と思います。水の事故を 防ぐ 工夫も必要ですよ ね。水質は益々きれいになってほし
入れが行き届いている と思います。（工事中は大変ですが…）

いです

2345 広島県広島市安佐南区相田

女 40代

・市民が川と親しむ機会が少ない ・工事を している 割によ く川岸が崩れる

・災害発生の少ない川 ・でも自然が活かされている 川であってほしい

2346 広島県広島市安佐南区祇園

男 60代

水辺で遊べて安心な場所が少ない

2347 広島県広島市安佐南区東原

男 60代

防水面は充実している と思われる が，遊歩道を 整備してほしい

2348 広島県広島市安佐南区大町西

男 40代

川で子ど もが遊べない。汚い，危険

2349 広島県広島市安佐南区大町西

女 30代

のが嫌だ。

今のまま自然がたくさん残る 形がいい

太田川支流域のリバーサイ ドのマン ショ ン に住んで13年になります。毎年のよ うに 広い河川敷を もっと親しみやすく有効に利用できる よ うにアイ ディアを 募る と楽しい

今よ り水量が多く，水に入れて安心できる 場所やよ ど みを 作り，魚など が身近で観
察できる 場所がほしい
①市内の川のボート類の放置が多いが早急に撤去してほしい。美観・法規上問題あ
り②川のゴミ掃除を 呼びかけてほしい
子ど もが安心して遊べる 川になってほしい

観光地は（平和公園など ）特に川の回りを きれいにしてほしい。広島のイ メージに直 上流の住宅街では汚いところもある ので，地域ぐ る みできれいにしなければと思い
結します

ます。災害予防を 確実にしてほしいです
私が小学生の頃は広島市を 流れる 複数の川が織り成すデルタ地帯の勉強を 通じて

2350 広島県広島市安佐南区祇園

男 20代

きれいな川で，広島が誇る 川だと思います

広島市の川がど れだけ大事にされてきたか教えられました。今でも同じ教育を してい
くことが大事だと思います

日本の中でも河川管理が行き届いている と思っています。これを 維持し，また更に上
2351 広島県広島市安佐南区安東

男 70歳以上

品質になる よ う頑張ってもらいたいものです。ど この川辺でも孫たち が裸足で入れ
る よ うにしてください。

2352 広島県広島市安佐北区可部南

男 40代

2353 広島県広島市安佐南区川内

男 60代

水運って言うのは全く考える 余地はないのですか？後，可部駅前の整備は本当に太
田川から水路でもひいて歴史を 感じさせる 場所にしてほしかった…

戸河内から吉和にかけての自然環境はいい状態で残してほしいと思っています。ま
た，太田川に灌ぐ 支流もよ く整備を お願いします
親しみやすい川。子ど もが衛生面で安心して遊べる 川。三段峡のほうから可部くらい
までカ ヌ ーで下ってみたい。そんな上・中・下流で川遊びができる よ うな魅力的な川
になってほしい

八木付近の太田川，整備されてほっとする 憩いの場で，とてもよ いですが，今の社会
今日の太田川はとても整備されて，とてもよ いです。犬を 連れてもよ いし，孫を 連れ

2354 不明

てもよ いし，付近は車を 気にしないで歩けます

は車で移動の多い時代で遠く離れた居住からは車でないと太田川付近までは行けま
せん。で，車を 停める 場所がないので不便です。この前知らなくて北部市場の裏に
停めて楽しんでいましたが，駐車罰金を 取られました。せっかく楽しんだのに帰りは
しょんぼりとして帰りました。何とかならないものでしょうか？

2355 広島県広島市安佐南区相田

女 20代

2356 広島県広島市安佐南区緑井

女 20代

2357 広島県広島市安佐南区西原

女 60代

下流のほうに行くと汚いけど ，上流はアユなど 魚が釣れる ところ。けど ，昔よ りアユ

お金を 使わなくても一人一人が身近なところから気を つけてもらうよ うにして，もっと

が小さかったり釣れにくかったり，だんだんしてきた。

きれいで生物がたくさんいる 川になってほしい

普段は憩いの場として眺めていますが，いざ 災害が起きる と予想がつかないので管
理も大変そうですね

主人はハゼ釣りを しますが，だんだん少なくなったと言っています。ハゼの来る よ うな 私が小さい頃は太田川で泳いでました。飛び込み台があって。そんな川にしてほしい
川にしてほしいです

です。みんな夏には喜びますよ

ある 程度の環境の整備はしている が，市民が自然に接する ことができて，スポーツ
2358 広島県広島市安佐南区祇園

女 50代

や水遊びのできる 場所として利用できる よ うに。出来れば無料か低料金で使用でき
る 場を ふやしてほしい。

2359 広島県広島市安佐南区祇園

女 30代

シジミなど ，貝掘りができて満足している

男 70歳以上

川敷が一部の人だけの使用にならないよ うに。人工と自然の調和の難しさは分かり
ますが，自然優先の原則だけは守りたいです。
下流域は今のままでもよ いが，上流域は太田川に合流する 安川，古川など を もっと

2361 広島県広島市安佐南区古市

女 60代

草，木など 切ったほうがよ いと思う。わざ わざ 木を 植えている が，自然に生えている
木も大きくなって物がかかる
せせらぎ公園が近くにあり，川のある 公園はとてもいいと思う。また河川敷のグラ ン

2362 広島県広島市安佐南区川内

女 40代

ドで子ど もがソフトボールの練習を している が近くにこのよ うな環境がある のはすば
らしいと思う。

2363 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 30代

緑もあり，水質も良好である と思う。広島は川が多く，自然を 感じられ，よ いイ メージ
です。☆広島の水はど こで販売している のか知りたいし，一度飲んでみたいです。
スポーツ ，水遊びのできる 場所（安全）を 作ってほしい。有料でも可

名水１００選の太田川が日本一の清流として誇れる 川になり続ける ためのＰＲを 。河
2360 広島県広島市安佐南区八木

いつまでも鳥とか魚とかがいて，きれいな川であってほしいと思います

ボトルウォ ーターを スーパーに売り出した後，お客様に満足でき感ある

「古川のせせらぎ公園」で，子ど もたち の歓声を 聞くと自然の豊かさの中で育った私
自身の幼少時を ありがたく思うので，こんな川を もっと作ってほしい。生物が生息でき
る 川こそ自然の川です。人間がお互いもっとやさしく助け合える 人間本来の姿を ，こ
の太田川で学び，平和な郷土愛の原点にしてほしいと思います。
広島は家を 建てすぎだと思う。山を 削って山の奥まで道は舗装され，水は一度に流
れる ので下流は川にいつもの何倍の水があふれる

天候によ り維持する のは大変だと思うが，いろんなスポーツ が楽しめる 場所を たくさ
ん作ってもらえる と嬉しいと思う。（テニスコートなど ）
キャン プ セン ターを 有効に設けてほしい

現在の太田川の水は他の川の水に比べる とよ いほうだといわれている けど ，ゴミや
2364 広島県広島市安佐南区安東

女 60代

団地の浄化水槽の水など たくさん流れ込んでおり，水道取水場よ り上でのゴミ捨て
場，浄化水槽の水など 川に流している のはなんとも気持ち 悪いです。何とかならない

川幅を 拡げて宅地，田畑など 水害に強い太田川を 早急に取り組んでほしいです

ものでしょうか
2365 広島県広島市西区三篠町

男 30代

2366 広島県広島市安佐南区祇園

女 50代

2367 広島県広島市安佐南区山本

男 50代

もっと有効に使える 川だと思うので，便利に使ってほしい（船を 作って通勤できる よ う
にする とか。宇品まで）

広島県民に愛される きれいな川になってほしい（メダカ が泳げる よ うな）

整備されている ところとされていないところの差が激しいよ うに思う。市内中心部を 豊 市内を 流れる 川を 広島市の誇りに思うが，その反面台風など の災害によ って恐ろし
かに堂々と流れている 川はとても気持ち が豊かになる
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い被害がある と思う。川岸の整備，土手の高さ向上など 取り組んでいってほしい。

Ｎｏ ．
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性
別

年
齢

問４

問５

古川せせらぎ公園のまん前に住んでいて子ど ものよ い遊び場になっていて，住環境
にはとても満足しています。定期的に草刈にも来ていただいてありがたいです。でも，
2368 広島県広島市安佐南区川内

女 30代

古川（緑井の平安祭典の近く）に大腸菌がいる と看板が立っていてびっくりしました。
川遊びを たくさんの子ど もたち が楽しんでいる のに怖いことです。看板も目立たない

川や海を 汚すのは簡単。でも今よ りきれいにしたり維持していくのは大変なことです。
上流の美しさ，中流の遊び場，下流の水量，水質を 維持する ことを 望んでいます

ところにある ので，公園の中や数箇所に建てたほうがよ いのでは？
①今回のパン フレットのよ うなＰＲを 年数回配布して市民の関心を 高める こと②ホタ ①市民が管理できる イ ベン トを たびたび行なうこと②島嶼部など 利用域の人々の太
2369 広島県広島市安佐南区緑井

男 70歳以上

ル，生物を 多く，散歩できる よ うにする こと（ナイ ト照明など ）③夜も賑わいのある

田川の見学や清掃行事に参加させる こと③広域の利用する 人々の集いを 年１回くら

よ うにする こと

い行い，「みんなの物」意識の醸成を する

2370 広島県広島市安佐南区祇園

男 40代

いいイ メージはないですね！

泳げる くらいの太田川かな

2371 広島県安芸郡海田町栄町

男 30代

水質が保たれている 日本名水１００選に選ばれる すばらしい川である

・周辺に緑を たくさん増やす ・今以上に水質を きれいにする

2372 広島県広島市安芸区矢野西

女 20歳未満

汚いからみんなできれいにしたほうがいい

川で泳いだり，遊んだりできる 川にしたいな。みんながゴミを してないよ うにする こと

2373 広島県広島市安芸区畑賀町

女 50代

太田川のお陰でおいしい水道の水を 飲むことができ，ありがたいと思います

いつまでもおいしい水が飲める よ う，いつまでもきれいな太田川であってほしいです

2374 広島県広島市安芸区矢野東

男 40代

太田川は広島県民の命の元である

これからも自然は大切にして災害に強い河川にしてほしい

2375 広島県広島市安佐北区口田南
2376 広島県広島市安佐北区口田

女 50代
50代

普通の日に車が乗り入れできないので水で遊ぶことが以前のよ うにできない。上流
の水はきれいでよ い

自然が豊かでみんなが楽しめる よ うな川。水辺を 使った行事を 多くしてほしい

自然の多い上流域，手入れの行き届き人が集まりやすい下流域。中流域ももっと

ゴミが多いと思います。クリーン キャン ペーン など を こまめに行い，みんなで美化に

もっと盛んにしてほしい

参加すればよ い

水辺のゴミが多すぎる ので，ポイ 捨てについて罰則を 決め清流を 守りたい。天候の 川の上流や下流にごみを 捨てる 人があまりにも多すぎる ので，川はもち ろん海も汚
2377 広島県広島市安佐北区上深川町

女 50代

よ い日の水の量が少なすぎる と思う。川が清くない。下水道の整備を 早急にしていた れている 。これからは厳しい県独自の法令で川の周辺がきれいになる ことを 望んで
いる

だきたい
写真を 趣味にしていますが，太田川はとても馴染み深い河川であります。訪れる た
2378 広島県広島市東区戸坂山崎町

女 60代

び幸せさえ感じております。それだけに昨年の水害の後の壊れた様には深い悲しみさ
え覚えました。いつまでも美しい太田川であってほしく，これからも努力していただきた
く，私たち もできる こと（例えばゴミ）を して守りたいと思います

2379 広島県広島市佐伯区千同

男 60代

2380 広島県東広島市高屋高美が丘

女 70歳以上

2381 広島県広島市安芸区矢野東

女 20歳未満

2382 広島県広島市安佐南区伴南

男 40代

自然な太田川作りがすすめられている と思う。災害を 防ぐ 太田川作りと自然を 残す

子ど もや大人が安心して遊んだり，川を 利用した自然と親しめる 太田川の整備してほ

整備を してほしい

しい

利用する 人のモラ ルの問題もある のですが，ゴミなど の落ち ていない，きれいで利

環境は整備されてきている よ うに思う

用しやすい環境になる ことを 期待します
広島を 代表する 一級河川として県民が誇りに思える 川にしたい。これ以上開発（団

４０年前上流でキャン プ した思い出があります。水の流れる 音がごうごう聞こえ，量も 地や道路）を すすめる ことなく，本来の自然に帰れないでしょうか。人為的なものはも
2383 広島県呉市音戸町波多見

女 60代

多く下流の様子とは違った力強さを 感じました。山林の整備や広葉樹の植林，今は手 う十分。今の状況で自分たち には何ができる かを 考え，若い人に自然の美しさや「怖
間のかかる 仕事でも将来を 見つめた対策が必要かと。海の資源保護にもつながる

さ」を 伝える 教育を してほしい。目先のことにとらわれないよ うに。古来，人間の生活
は川とともにあったことを 忘れないよ うに

広島は太田川がある から豊かな水に恵まれている のだと思います。少なくとも現在
2384 広島県広島市東区矢賀

女 30代

の状態を 保てればよ いと思います。太田川花火大会がなくなったのはとても残念に
思います

今のきれいな太田川が保てればよ いと思います。そのためには県民のみんなも川を
汚さないよ うに心がけ，自然も守っていくべきだと思います

子ど もの頃太田川近くに住んでいたので，川で泳いだりしていました。今はそれもでき
2385 広島県広島市東区中山東

女 40代

ないし，ゴミも増えてきました。でも地域の方々やボラ ン ティアで「川を きれいに」とい 美しい川が守られる こと，災害対策ができている こと，川辺で遊ぶ人たち はマナーを
う活動を されている ことも知っています。アユも釣れ，日本名水１００選に選ばれる と 守る ことを 望みます
いうことは他の川に比べきれいなんだな，守られてきたんだなと思う。
ど うにもならない大きな災害もありますが，上流にはダムなど 作らず，中流にしても
太田川といっても直接よ く目にする のはほとんど 下流地域ばかりですが，水質はよ

2386 広島県呉市豊浜町豊島

女 50代

いのだろうかとか，その沿岸ももっときれいだったりとか一人一人使用する マナーの
意識向上とか

あまり人の手を いれず，下流にしてもゴミ等捨てずにあくまでも自然の型に近い形で
みんなで川を 守っていくことが多くの生物にとっても環境にとっても大切だと思いま
す。人間が必要以上に金を かけたりして余計なものを 作ったりせず，本当に必要なも
のだけを 作り，多くの人たち が小さなことからやっていけば川は守れる のではと思い
ます。
・アユやサツ キマスを 始めとする 魚の遡上が高瀬堰で阻害されている よ うに思う。効

2387 広島県呉市中央

男 50代

昔と比べて水量が大きく減少した。それに伴い生物も少なくなったよ うに思う

果的な放流や魚道の改良を 望みます。 ・下流部にワン ドを たくさん作って洪水調整

2388 広島県東広島市西条町土与丸

女 30代

水辺の賑わいの場として整備されていない（特に広島市中心部）

子ど もたち が水遊びしても安心の場が市内中心部でも増える とよ い

2389 広島県呉市焼山宮ヶ迫

男 70歳以上

する とともに生物の生息域を 増やす努力を してほしい

昭和３０年代後半から４０年代に比べ太田川の水質も格段に向上し，生物もかなり生 明治中期の太田川は加計町付近まで帆船が行き来して芸北町村など の産物など も
息しだしたこと（下流では「しじみ」広島の名物となりつつある よ うです）これもひとえに 広島など に出荷していたことは周知のとおりですが，可能であれば少人数の観光船
関係機関の治水工事など によ る 努力の賜物と推測いたします。
2390 広島県呉市阿賀南

男 70歳以上

2391 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

女 60代

2392 広島県広島市安佐北区可部南

女 30代

芸南地域の水がめである ので安心して使用できる よ う上流の方々は治山治水に気
を つけてもらいたい
故郷の川として親しみを 覚える とともに生活の中に入っている 川

昔は古川せせらぎ公園で水遊びを したり，ザリガニを 採ったりしていたので，きれいな
川だったと思うのですが，現在はきれいじゃないと思います。自然も少なくなりました。

が加計付近ぐ らいに周遊できれば幸いです
①大雨でも災害に強い川であってほしい ②母なる 川である 。大切に
魚を はじめ昆虫，鳥など が生息しやすい川になってほしい。川遊びも楽しめる きれい
な川を 希望する
ゴミを 減らしてきれいな川にしてみんなが利用しやすい川になったらよ いと思います

太田川の親水性を 高める べき。京橋川（広島駅付近），本川（ドーム，公園付近）柳
太田川水系を 移動して育った私としては，太田川は子ど もの時の貴重な遊び場で
2393 広島県広島市安佐北区可部東

男 60代

瀬キャン プ 場，筒瀬橋付近，小河内付近，安野付近など 。河原へパーキン グ場を

あった。昔に比べ水量も少なくなり，汚れている と感じる 。全国一の清流になる ことを 作る 。川遊び，泳げる 場所整備。 ・海水浴並みの整備も今後の課題である ・日本
望む。これ以上のダムは無駄である 。ダムの保全や土砂の取出しが必要となる 。貯

一の清流（全域）にし，観光スポットを 作り，可部線の一部を トロ ッコ列車化，川舟く

水量の確保，水源地など の山林管理も合わせて行なう

だりなど を 復活させ，太田川，上・中流を 観光地化する 。太田川を 観光資源にすべ
きだ！

2394 広島県呉市豊町沖友

女 70歳以上

色々な用途で利用され，水質もよ いと思いました。

2395 広島県三次市三和町羽出庭

男 70歳以上

流域の割には水量が安定している 。上流の山林保持など の管理を 十分する こと

2396 広島県広島市安佐北区口田南

女 30代

小さい頃水辺で釣りの真似事を して遊んだ記憶が残っている が，この前その場所に
行ったらその環境が消えて悲しかった。もっと子ど もが水溜り（おぼれないくらいの水
位で広い水溜り）で遊べる 環境ができたらいいと思う

洪水・高潮など の災害を 起こさない川

場所によ って環境が違うのは仕方ないが，もっと水辺・河川敷で憩える よ うに整えて
ほしい

2397 広島県広島市安佐南区西原

女 40代

水があまりきれいではない！

せっかく川の街なのでもっともっと理解してもらう努力が必要では？

2398 広島県東広島市西条町土与丸

男 40代

中心部では気軽に水遊びできる ところが少ない

もっときれいな水に！
北広島町も太田川の上流の町として川掃除を したりいつも気を つけています。でも産

2399 広島県山県郡北広島町今吉田

女 60代

2400 広島県広島市中区中島町

男 20歳未満

2401 広島県広島市安佐南区大塚西

男 50代

今までの太田川よ り昨年の洪水から川の様子が変化している と思います。石がごろ

業廃棄物など の施設ができたらど うでしょう。下流の水はど うなる か考えただけでも

ごろ出ている し，何か川がかわいそうな気がします。

ゾ ッとします。私たち はいつの時代もずっと水のきれいな太田川になる ことを 望みま

以前よ りも捨てられたゴミの量が減り，よ い状態になったと思う

下流域での催し物を 増やしてほしい

す。私たち で守らなければいけません

このチラ シについて。航空写真だけでは分かりにくい。主要施設（広島駅，広島空
港，高速道路のイ ン ターチェ ン ジ）など を かさねあわせて記載してほしかった
全国的にいえる ことですが，本・支流ともに昔のよ うな自然の川がなくなっています。 支流を 含む全ての沿線の休耕田を 復活させ自然のダムとする 。川の中の樹木を 伐

2402 広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台

男 60代

セメン トで固められ大きなＵ字溝のよ うです。道も舗装され保水能力がなくなっていま 採する という馬鹿な考えは止める ことです。むしろ定植する ことです。それによ り川
の流れは緩やかになります。昔の状況に近づける ことです。

す
広島の中心を 流れる 一番大きな川。私は安芸区に住んでいますが，安佐南区・西区
2403 広島県広島市安芸区中野

女 30代

方面に行くときには太田川沿いを 通りますが，大きな息を 吸いたくなり，心が癒され

緑豊かで安らぎの場として人が集まる 川であってほしいです

る 思いです。
2404 広島県広島市東区矢賀新町

女 30代

2405 広島県廿日市市地御前

女 20歳未満

川沿いが整備されている のはとてもよ いと思う。災害についてはあまり考えていな
かったが，市民がもっと話し合わなければならない問題だと思う。
生活排水など で水がきれいでない

水がきれいになり，魚など 住みやすい人も気軽に親しめる 川になってほしいです
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2406 広島県廿日市市宮園

性
別

年
齢

女 60代

問４

問５
昔は自由にシジミ採りができる など 親しみがありましたが，漁業権の設定に問題があ

魚道の数を 増やす工法の検討

る のでは？

①現在は水害対策だけで河川の有効利用については何も考慮されていないよ うだ②
2407 広島県広島市安佐北区口田

男 70歳以上

太田川流域の管理について，予算と支出の明細を 見たことがない。収支決算を 開示
公告してほしい。・役所はいったい何人が何を している のか分からない

2408 広島県東広島市西大沢

男 30代

2409 広島県広島市中区吉島東

男 70歳以上

2410 広島県広島市安佐南区緑井

女 20代

①広島市内の六川の川床を 掘って水上タクシーなど によ って観光（市内〜宮島〜
呉）や六川を 交通（広島駅〜広島西空港など ）できる よ うにする など ②三篠川の
土堤を 利用してＪＲ可部線と芸備線と市内電車を 連結して広島市内の環状線を 設置
したい ③水産資源を 確保して食料の増産を 図る （しじみ，あゆ，うなぎなど ）
・水質の向上 ・水辺の賑わいの充実

常緑樹を 植え，緑美しい川岸にする 。桜の木を 上，花見ができる 緑地帯，ベン チを
設ける
水が汚い。昔はよ く足を つけたりしていたが，今はそれを したいと思わない

たくさんの魚貝類が生息する きれいな水，川床を 保つべき
花火大会もなくなり，太田川に足を 運んで川辺で遊ぶことなんてなくなった。イ ベン ト
を してもっと活性化させたらいいと思う

太田川の下流地域に住んでいる ため，川沿いに歩くことが多い。沿岸はきれいに整
2411 広島県広島市南区宇品西

女 30代

2412 広島県呉市音戸町

男 60代

2413 広島県広島市西区井口台

女 20代

備されており，歩いていても気持ち よ く感じますが，橋の老朽化が目立ち ます。薄汚 水害対策を 万全にして，過去の教訓を 活かせる 沿岸整備を 望みます
れた橋の補修を 望みます
自然環境を よ くする 。情報公開を よ くし，住民の安心感を 深めてほしい
もっと色々なイ ベン トなど 多くの人に知ってもらいたい
一部は有効利用されててよ いと思いますが，車の放置など もありまだまだという感じ

2414 広島県呉市中通

女 50代

2415 広島県広島市東区馬木

女 60代

アユ釣りに時々行きますが，水が少し少なく感じています

2416 広島県廿日市市四季が丘

女 50代

川を 余りコン クリートで固めないよ うにして自然に帰すよ うにしたい

2417 広島県広島市安佐北区可部町綾ヶ谷

男 30代

アユ釣りの人たち を 見かける と太田川はきれいなんだと感じる

2418 広島県広島市佐伯区海老園

男 60代

です

自ら人を 遠ざ ける 行為は安全のため（ダム，砂防，堤防，暗渠）公共物，工作物。い
つしか太田川の恵み，歴史，文化を 忘れさせて水に益々無関心にさせてきた。太田
川の環境を よ くする 活動を 通じて太田川を 知りたいです
とにかく水が少なすぎる 。ダムばかり作る からだと思う。混合量が一箇所に降る こと
2419 広島県広島市安佐北区あさひが丘

女 50代

（多量）に避けられないと思う。今やっても私たち がいなくなってからになる が，林道
を 作らずその金で山に木を 植えてほしい。現に私の田舎は林道を 作り山に裂け目が
でき，母や自宅におられず私が引き取った。考えてほしい。林道など 必要最小に。

2420 広島県広島市西区観音新町

女 70歳以上

2421 広島県広島市西区庚午北

女 50代

子ど もから大人までが安心して遊んだり，災害対策を 幅広く知って安心して利用でき
る よ うに
水の都の広島らしく，安全で快適な設備の導入を 望みます
水辺に子ど もたち の顔がもっとある よ うにと思います
四万十川のよ うにコン クリートの間に魚やカ ニ，エビ が住める よ うにしたらもっと自
然が守られる と思う
今以上のきれいな太田川に。みんなの太田川でありたい！
太田川か流域に住む人々に水の街広島を 作る 景観・安全は中流域・上流域よ り流
れてくる 水の大切さを 思う学習を 望みます
川下りができる くらいの水量がほしい。山に植林を してほしい。不必要な護岸工事を
中止してほしい。ダムは不要なものは壊して自然に返してほしい。広島は川が多いか
ら全てに水量を というわけにも行かないが/・不必要な手は入れないで。以前に比べ
る と水量の少ないこと。ど うしてか十分に考えてほしい。そうすればど うしたらよ いか
が分かる 。

河口沿岸に住んでいる と土手の丈夫不安全が強く気になります。価値ある 箇所にな
りますよ うよ ろしくお願いいたします。
沿川の整備がとてもきれいにしてある ところ（地区）と（舗装してベン チがあったりと

広島の大切な大切な川の一つですので市民と行政の協力で定期的に土手のほうを

か）全くほったらかしの地区があり差を 感じます。せめて土手のガードレールを おしゃ 掃除したりしてきれいな川と川の回りが汚れていないのが当たり前のこととなる よ う，
れなガードレールにして少しずつ見てきれいな川の回りを 作っていくといいと思います しつこいくらい呼びかけないと市民に川を 大切にが定着しないと思います。

2422 広島県広島市南区堀越

女 40代

2423 広島県広島市安佐北区落合南

女 20代

2424 広島県広島市西区古江西町

女 60代

2425 広島県広島市安佐北区
2426 広島県広島市安佐北区亀山

男 40代
女 20代

2427 広島県山県郡北広島町

男 70歳以上

2428 広島県広島市安芸区瀬野西

女 40代

2429 広島県広島市西区横川新町

女 30代

2430 広島県広島市西区南観音

女 30代

2431 広島県広島市安佐南区沼田町伴

女 50代

2432 広島県広島市安芸区中野東

女 50代

2433 広島県広島市佐伯区楽々園

男 50代

2434 広島県広島市安芸区船越

女 30代

川の水はきれいだと思います。これ以上汚くならないよ うにみんなが排水（下水）な

けばよ いと思います

ゴミが散乱している

子ど もたち が安心して遊べる 川になる とよ いと思います

大切な水です，植物，動物，魚，全部のため私たち も日ごろ家庭から流す水（排水）

もっともっときれいな川になって，色々な生き物と私たち がともに生きられる 場所にし

に気を つけています。油とか，汚れた水，味噌汁など の残り物
中流域で東西を 大きく分断している 。橋を 拡幅する か新設すべき

男 70歳以上

女 60代

2437 広島県広島市安佐南区川内

女 40代

2438 広島県安芸郡熊野町初神

女 40代

2439 広島県広島市安佐南区毘沙門台

女 30代

いと思います。ゴミ拾い運動とかある といいのに…
て多く見かけられる 。特に大型ゴミ

望が取り上げれている 事には感謝しています（貴店から戸河内大橋付近）
自然が豊かで水質のよ い川を 保ってほしい

自分たち が住んでいる 下流域のことは分かる が，上流域や中流域のことはあまりい
かないので知らないことが多い

2441 広島県広島市安芸区船越

女 20代

2442 広島県東広島市西条中央

女 20代

2443 広島県廿日市市宮内

女 40代

2444 広島県広島市南区山城町

男 20代

男 70歳以上

上流域は自然が多く森林浴満喫。中流域は魚釣り，水遊び。下流域では河川敷を 整 災害に強い太田川を 望みます。自然災害はいつど こで起きてもおかしくない状態で
備され皆さんの憩い場として…。それぞれの流域で川づくりが生かされている と思う。 す。災害対策を しっかりお願いしたいと思います
広島の水がおいしいのは太田川がきれいだからと思ってきた

災害だと思います。異常気象によ る 局地的災害,太田川本流よ りむしろ支流およ び

古川せせらぎ公園のよ うなもっと作ってもらいたい

まう…とハザードマップ に出ていましたので，このままだととても心配です。何かよ い

ほとんど の人が水力発電のための導水管で山の中を 流れており,高瀬堰では十分な
水量があっていいと思いますが，可部付近までの水量が少なく寂しい

女 40代

2448 広島県広島市東区戸坂新町

男 60代

2449 広島県呉市広白石

男 40代

最近発明された極強セメン ト（後年自然植生にて自然堤防同様の風景となる よ うです
が）川土手付近で魚類草類など が生息できる 環境となれば水質もクリーン となる で
しょう。古い堤防からまた，不安な箇所など 順次河川改修も必要ではないかと思いま
す（流域問題の構築）
・交通 ・観光 ・川を 利用したイ ベン ト

人々が上手にきれいに川を 守っていくこと,心がける ことが大切。これからの増水な
ど のことと考え，近くの方が安心して生活できる よ う対策が必要

植林など 林野対策を しっかり行なって豊かな水の流れの太田川を 望みたい

川の周りが汚い

川を 流れている 水がきれいなこと
広島は昔,水害の果てない地域であったことを 住民に理解してもらい,太田川の役割を

入れてほしい

伝えていってほしい

・河口部の水質は悪く，あまり親しみのもてない川である ・災害に弱い川と思われ

・人間生活に密着した親しみの持てる 川にしてほしい ・石炭灰造粒物の浸透柱など ,

る

新技術で水質改善を 試してはど うか（もっと広い範囲で）

力に頭が下がる 思いだ。今後更に整備していただき，川の街広島の誇りとなる よ うに

要であろう。また,水量が少ない。昔はこんなことはなかった。一定の量を 確保する こ
とに工夫が必要か

2447 広島県広島市安佐北区亀山

ればと思う

広島デルタを 水害から守っており，さらに河川敷の利用も有効。干潟の保全に力を

川中にビ ニール,缶，ほか様々ある 。みんなで美しく川に流さないよ うにする ことが必
男 70歳以上

昔のよ うに夏には川で泳げる 場所がほしいと思うし，スポーツ など もできる 場所もあ
もっときれいな水になる よ う（下流域で）

努めていただきたい

2446 広島県広島市安佐北区亀山南

いか。太田川放水路は広大な土地がある のでもう少し遊具など が整備されれば人も
南観音の西側の護岸も散歩できる よ うに整備してほしい

原爆後の川辺の様子を 知っている だけに現在随分と整備されたと思う。関係者の尽
2445 広島県広島市東区温品

もう少し上流・中流域の情報を 広報紙など でたくさんの人に提供したらよ いのではな
集まりやすいのではないかと思う

整備された護岸を 散歩する のが大好きです

方法は？水は上のほうはとてもきれいでこのままでいてほしいです。

男 70歳以上

びする 際に流されないよ うに場所が決まっている と助かります）

大きな川なので，自然災害のときは早めに情報を 提供してほしい

台風や大雨が続いている 中,太田川の水が増水する と近くの家が最大５ｍ浸かってし

2440 広島県広島市西区己斐上

にふる まうさまはど うかと思う。万人に開かれた川であってほしい

上流でも下水道工事がされ水質がよ くなっている 。しかし河川の不法投棄が依然とし 地域住民のニーズにあった整備がされている ことはよ いと思う。また，地域住民の要

枝の小さな河川での死亡事故が発生する ものと思われます
2436 広島県広島市安佐南区上安

たいです。田，畑も水が一番ですからね
アユ釣りを する 人が釣り船を 置いていたり，その周囲に除草剤を まいたり，我が物顔

私が住んでいる 安佐北区亀山付近を 流れている 太田川はゴミが結構あって環境悪 夏すごく暑いので，子ど もたち が水遊びできる きれいな川になってほしいです（水遊

高潮被害や地震災害など は一応整備万全だと思いますが，一番問題は洪水，土砂
2435 広島県広島市東区牛田中

大雨が降ったときに浸水する ところは大体分かっている ので強化（堤防など ）してい

ど に気を つければよ いと思います

大雨,台風時の大洪水対策を しっかり持ってほしい。洪水のない太田川を 望みたい

川はその地域の歴史であり，文化を 育ててきた源である 。川を 通じて歴史,文化を 伝
える 場とし，また市民の憩いの場,賑わいの場として整備してほしい

川で泳いだり,水遊びができる よ う整備が必要でしょう。なんとしても現状よ りよ くする
こと,悪くしてはならないと思います
河川敷の広い土地の利用を 考えてほしい

その昔にはあち こち で水浴していたが,水質や環境（上流からの異物が川の中の木な 上流の山に水を 貯める 樹木を 植え4,水質保全の普及啓発に国民にアピ ールして多
ど に引っかかり見苦しい。まだまだ昔からの「水に流す」風習は残っている よ うだ
堤防の強度を 上げておくなど 大災害に備えての対策が不十分のよ うに考える
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くの生物が生息でき，川で泳いだり水遊びできる よ うになったらよ いと思います
様々な生物や魚や鳥など が生息できる 環境になり，太田川の名前が日本全国に知
られる よ うな自然豊かなもっと美しい川になってほしい

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

2450 広島県広島市東区上温品

女 50代

2451 広島県広島市東区牛田中

男 40代

問４

問５

台風や大雨でよ く被害が出て心配です。自然災害が毎年のよ うに起きていますが，
これから台風シーズン に入り，とっても気になります

女 60代

ますので，川沿いを 通ります。川がある 景観は大好きです。昨年飯室の辺り何箇所
も道路寸断されて不便でした。同じところがいつもみたいな感じですが,川の流れ曲が
りなど でしょうね。強化お願いします。

2453 広島県広島市安佐北区亀山

女 70歳以上

きれいな豊富な水が用水として十分利用できる よ うな川であってほしいと思います
災害時,太田川で昨年１名が亡くなり,１名が行方不明となり，いまだ発見されていませ

2454 広島県広島市安佐北区亀山西

男 50代

ん。犠牲者の死を 無駄にしないためにも,今後市,国土交通省,消防,警察が連携を とっ
て貯水,放水のバラ ン スを 考え,放水時には早めの広報で住民に不安を 与える ことの
ないよ うにしていただきたい

2455 広島県広島市西区新庄町

男 60代

2456 広島県広島市西区井口台

女 40代

2457 広島県広島市安佐北区白木町三田

男 70歳以上

2458 広島県庄原市三日市町

女 40代

許可なしの船が川土手につながれている が早く撤去すべき。災害防止からも

男 30代
男 50代

2461 広島県広島市西区観音町

女 40代

2462 広島県広島市南区本浦町

女 70歳以上

2463 広島県広島市西区観音町

男 50代

昨年ロ ン ドン のテムズ川を 見てきました。川がある 風景はいいですね。そして一番大
切な水の確保,有効利用，そしてウォ ーターフロ ン トでの水辺の賑わいの場として太
田川各地で親しめたらいいなと思う
下水道ができて川の水がきれいになりましたが，更によ い水であってほしい。そのた
めには支流の小さい川を きれいにせねばなりません。
水の有効利用を 考えていただきたい。科学の進歩に伴い水の特性を 生かして地球温
暖化防止ができないものか考えていただきたい。浸水する ことも考えられます。規定
はできる のですから被害状況からノウハウを 生かして対策を 考えていただきたい
異常気象と思われる 現象が多いよ うで,災害防止も強化すべきで同時に環境にもや
さしく
川下りやカ ヌ ーなど の大人から子ど もまで楽しめる イ ベン トが行なわれる といいと

を 水辺の風景を 広島のアピ ールポイ ン トの一つに出来ればいいなと思います

思います。街の中にある ので人も集まりやすいし，ＰＲ効果がある と思います

現在の太田川は支流の水によ って保持されている 。支流の整備にもう少し検討した
ら（三篠川）
日本名水１００選に選ばれてことを まだまだ全国で知らない人がたくさんいる と思いま
す。もっとＰＲして市民,県民にも意識していただくとよ いと思う

く水質の悪化,水流の変化によ る 災害が起きる と思います。アユの質が年々悪くなっ
ている 。水質がよ いとは思いません。

2460 広島県廿日市市原

してほしい

街の中を きれいな川が流れている 風景はとても心が癒される ものです。きれいな水

水質が悪いのでは？川底が汚すぎ！水量の安定がないため,川の流れが変わりやす
2459 広島県広島市東区温品

そして子ど もだけでなく高齢者の方にも安らぎの場として安心していける よ うな場所に

川の都広島の顔として,一級河川太田川として全ての面に整備してほしい
太田川の水が高く評価されている ということで安心しました。私は北広島町によ く行き

2452 広島県広島市安佐北区倉掛

古川せせらぎ公園のよ うな場所を もっと多くしてほしい。身近に川を 体験してほしい。

梅雨,台風など で水害の多い川である と感じます

生物が生息し,川で泳いだり水遊びができる 場に整備
市民,県民が何かできる ことがあれば（太田川を よ くする ために）させていただきたい
し，募金を 募って整備に回していくとかそのためのコン サートを する とかもっとＰＲして
ほしい。頑張ってください
水流の安定。川底の清掃。川の流れが安定した流れである 。多くの人が安心して太
田川に親しめる 環境になってほしい。安心して楽しくアユ釣りができる よ う望みます

環境のバラ ン スを 考えながら自然を 大切にしつつ,水害の少ない川になる ことを 望
みます

最近コン クリートが目立つので,自然界を うまく利用し,川だけでなく海にもよ い影響が 人間の英知を 絞って人工的な方向でなく自然と人間が共有できる よ うな川にしてほし
出る よ うにしてほしいと思います

いと思います

市民が憩いの場として使える よ うにしてほしい

広島の中心的な川だから広島といえば太田川といえる よ う川にしたい
きれいな認識があまりなかったのは毎日通る 空鞘橋から見る 川にゴミが浮いている

川岸の整備が進んで犬の散歩やサイ クリン グを 楽しむ人々を よ く見かけます。（特
2464 広島県呉市広大新開

女 20代

のを 時折見かける からです。名水と認定された川が下流に差し掛かる と「汚い」とい

に天満川）緑とバラ ン スよ く整備されていて気持ち いい。ただ,きれいという認識はあ う先入観を 持って見られる よ うになる のには明らかに川に対する モラ ルのない人が
りませんでした。空鞘橋から子ど もが川で遊んでいる のを 見かけたときは正直汚い

存在する ことが関わっている と思います。ユスリカ が大量発生した水質ワーストの芦

のでは…と思いました。

田川,名実ともに名水といわれる よ うな太田川,ど ち らがいいか考えればすぐ に分か
る と思います
①人間にとっての災害対策はもち ろん大切なことですが，川やその周りが様々の生

2465 広島県広島市安芸区矢野西

女 40代

太田川とデルタのイ メージは故郷広島の姿としていつも心に焼き付いている

物や植物の住処でもある ことを 考え,自然と人間が今後も共存しながら色々な文化を
作り出していける よ うに留意しなければと思います ②市民一人一人の川を 守る 意
識向上のための更なる 啓発も必要です

2466 広島県広島市安佐南区大町西

女 30代

2467 広島県広島市南区宇品神田

男 30代

あまりきれいというイ メージではないのですが，この広告を 見て中流域の辺りでは遊 せっかく大きな川が流れている のだから，もっともっと川と密着した施設が出来れば
べる よ うなところがある のだとびっくりしました

平成１７年９月の台風１４号で，もし大雨がもう少し強く降って位たら浸水想定区域図
2468 広島県広島市安佐南区緑井

男 40代

いいなと思います。家族で楽しめる 場がある ことを 望みます
断水になったときにも大丈夫なよ うに，貯水池を 市内のど こかに作ってほしい

を 見る と我が家も浸水する 可能性が強いことを 今回はじめて知った。公共工事は無
駄が多いといわれている が,住民の生活を 守る 公共工事は継続してほしい

ダムに頼る 治水ではなく，多自然型の堤防を 作る など ，環境に配慮した川づくりを お
願いしたい。緑豊かな自然に恵まれた上流域の養分に富んだ水が瀬戸内海のカ キ，
魚を 育てる 。川の役割は水道，工業，農業，発電のほかに海に恵みを 与えている こ
とは大変意義のある ことだと思う
太田川でど のよ うな治水対策がなされてきたのか，ど のよ うな施設がある のか，周

2469 広島県廿日市市陽光台

女 40代

放水路の高水敷に緑がほしい

辺にも施設がある のか，今後ど のよ うにする 計画なのか，もっと分かりやすい広報
が必要だと思います

2470 広島県広島市中区堺町
2471 広島県広島市東区福田

女 30代
女 50代

広島の川はきれいとよ く聞くが，本当にきれい？と思うことがよ くある 。街中の川など 一人一人がもっと川のことや自然に感謝してゴミ捨てなど 当たり前のことを ち ゃんとし
は臭いもきつい時がある し，ゴミが浮かんでいて汚い時を よ く見かける

て，いつか元安川や本川の辺りでも泳げる よ うなきれいな川に戻したい

旧市内の河川敷が整備され美しくなっている のに驚きました。川の街広島としてゴミの
少ない美しい水が保てる よ うになる とよ いですね
水辺の整備が進んできている が，コン クリートで固めていって今後に不安はないの
まず，質問が大雑把過ぎて何について答えたらよ いかと迷ってしまいます。私は下流 でしょうか？自然の力に反する よ うな気がしています。また，身近な所では大雨と大

2472 広島県広島市中区鶴見町

女 40代

域に住むので，整備された感を 持っている が，上流や中流の地域はまだ安心してい

潮が重なったりする と大変な被害が出る のではないかと思うことがありますので，対

られないところもある のでは？予想外に大雨が降ったりする と，被害が起こる ことが 策を 考えてほしいものです。太田川の水はかなり広域的に利用されている のには驚
ある ので，今後の整備に課題がある と思います

きますが，万一の場合太田川の水が供給されなくなる と困る 地域もかなりある わけで
すから，大体の水供給先など についても整備していったほうがよ いと思います

昨年の大雨の時，もう少し強く降っていたら堤防が壊れていたと後日聞き，毎日穏や 堤防を もう少し強化していただいてよ いと思う。そして，子ど もたち がもう少し川（水）
2473 広島県広島市東区戸坂くる め木

女 30代

かな風景を 気に入っていたが，少し怖くなりました。変な天候が続いている ので，強い と遊べる よ うな場所がほしい。せっかく水辺に住んでいる ので，大人になって太田川
で遊んだという思い出を たくさん作ってやりたい

堤防というイ メージがなくなりました。
・治水の点で大いに不満（いつ洪水に遭遇する のか気が気でない。江波，観音では
2474 広島県広島市西区中広町

男 30代

最近毎年のよ うに水害が発生。中広の家を 建て替えたいが様々な原因によ る 水位
上昇が心配である 。輪中地域並みの対策が必要と思います）

2475 広島県広島市西区井口

女 30代

2476 広島県広島市安佐南区東野

女 30代

2477 広島県呉市阿賀中央
2478 広島県呉市天応南町

男 40代
男 50代

下流は元来，水害など とともに発展してきた街です。過去の教訓を 反映させた治水対
策を 期待します。

太田川に近いところに引越ししてから水害について以前よ り考える ことが多くなりまし せっかく広い河川敷がある ので，子ど もたち が安心して自然とふれあえる 場所を
た。洪水など 起きなければいいなあと願うばかりです。
水量，水質不良。水不足で水道が使えないことがある

もっと増やしてほしい
水質を よ くして量を 増加してほしい。きれいな川には自然破壊もなく環境も改善され
すみよ い市になり，よ い文化になる
これ以上ダムを 作ったり拡張する ことなく，水質，水量を 維持する ための施策を 検討

そのまま飲める 水道水を 確保してください。

願いたい

私は島に住んでいます。島まで運ばれてくる 太田川の水の水路を もっともっと島人に
2479 広島県江田島市大柿町大原

女 30代

伝えてほしい。断水で初めて太田川から運ばれてきている ！と知った人は多くて，

自然を 大切にしてほしい。動物と共有できる よ うに。今の子ど もたち はかわいそう

もっと大切さを 知ってもらいたい
水（広島の）が販売される ほど 良質とは知りませんでした。７年前までは西区に住ん
2480 広島県呉市安浦町

女 30代

でいましたのでお世話になっている 感はありましたが，遠くに住んでも色々とお世話
になっている ことに感謝いたします

2481 広島県広島市安芸区船越南
2482 広島県広島市安佐北区落合南

男 30代
男 70歳以上

男 60代

いといけないと思います

下流域の太田川はゴミがたくさん埋まっている 。環境整備が必要

更なる 水質の向上。エコ（多くの生物との共存）

・自然を 大切にする ・不必要なくらいダムが満水である ・下流部が上・中流に比

・これ以上ダムは増やさない ・支流の川床を コン クリート化しない ・ダム周辺を 都

べ軽視されている 感じ

会の人々に開放する

以前「水に再びめぐ り合える には１６０年後になる 」と聴いた。一度つかった水には
2483 広島県広島市中区東白島町

現状に満足せずに，もっときれいな水質になる よ う県民みんなで気を つけていかな

生きて二度と会えないという。太田川を きれいに澄んだ清水にする 。ゴミや有害な液
体を 流さないこと

海面上昇を 実感する 。海水の逆流で水質は汚れる ので大芝水門のよ うなゲートの
設置が一番！過去のことは別として太田川ゴルフ場は廃止し，親水公園化する

2484 広島県広島市安佐北区口田南

女 60代

河川敷の樹木類は増水時の障害になる ので撤去してほしい

両岸道路を 整備してほしい。交通渋滞対策を 重視してほしい

2485 広島県広島市東区牛田早稲田

女 20代

きれいだなと思いました

川辺でスポーツ ができる よ うにもう少し整備してほしい

2486 広島県広島市東区東山町

男 30代

2487 広島県広島市中区住吉町

男 30代

だいぶ整備されてきた感じがする

川沿いで人々が憩える よ うになればよ いと思う

2488 広島県広島市中区江波西

女 50代

水道水を そのまま飲んでもおいしいので安心しています

天満川の河下，下水処理場付近の川底がもう少しきれいになる とよ いと思います
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2489 広島県呉市伏原

女 40代

ゴミを 捨てないこと！

ゴミを 捨てないこと！このきれいな水を いつまでも守っていきたい

2490 広島県呉市阿賀中央

男 70歳以上

ダムの放水を 最大気を つける こと

・水を 汚さず誰でもが楽しめる 県民の川にしたい ・特にアユを 有名にしたい

2491 広島県広島市安佐北区口田南

男 70歳以上

2492 広島県呉市焼山東

女 20代

2493 広島県広島市東区光町

女 60代

2494 広島県安芸郡府中町桃山

男 60代

2495 広島県広島市南区

男 50代

安佐町地区の増水時の対策を 進めてほしい。一時的な工事でなしに，恒久的な工事 河川敷を サッカ ー場，野球場など の競技別施設を 作ってほしい。営利目的のゴルフ
を 行なってほしい

場は廃止してほしい

環境面，水利用については大満足している が，災害面で洪水，土砂災害が出ないよ
うにする 必要がある よ うに思う

以前に比べて水位が上がった気がします。（心配です）ゴミや水の汚れが気になりま 川のある 景色は広島の魅力の一つだと思います。観光の目玉の一つになってくれれ
す。（私たち のマナーの悪さなのですが…残念です）
潮位を 活用して河岸を 整備すればもっと水の都にふさわしい太田川となる
・アユ釣りを する ものとして毎年がっかりである ・錦川と比べて水質が悪すぎる
広島に生まれ広島に育ち ，太田川のみならず「川」は身近な安らぎです。海も川も

2496 広島県広島市佐伯区美鈴が丘緑

女 40代

「水」は大切なもの，眺めている だけでも安らぐ 。できる だけ「自然」のままであって
ほしいです

2497 広島県広島市西区大芝

2498 広島県広島市西区草津東

2499 広島県広島市西区田方

女 50代

女 30代

女 20代

自分の住んでいる ところはまだまだ汚れている よ うな気がします

広島は川を 中心に街が作られている と思います。もう少し子ど もたち や地域の人々
が川を 身近に感じる ことができる よ うな整備がされる といいと思います

もっと親しみの持てる 川になる とよ いですね

かる 個性的な橋，大都市でありながらも緑，水など の自然と人工の造形物がすばら
しく調和している なあとこち らでも心癒されます。他都市ではこのよ うな景色は見られ
ませんよ ね。ち ょっと自慢したくなります。

2501 広島県広島市西区観音新町

男 60代

2502 広島県広島市西区己斐中

女 30代

2503 広島県広島市西区高須

女 20代

2504 広島県広島市西区

男 70歳以上

2505 広島県広島市西区大芝

男 70歳以上

2506 広島県広島市安佐南区西原

女 20代

2507 広島県広島市西区己斐上

男 50代

2508 広島県山県郡北広島町中原

男 20代

2509 広島県広島市安佐北区可部町桐原

2510 広島県佐伯区湯来町下

女 40代

男 70歳以上

①まず，日本一整備された太田川を 目標にする ②モデル河川指定制度を 導入し地
域に開放した川岸を 目指す
・水量豊かできれいな昔の川にして ・年に一度は大放水（掃除）してほしい ・もっと
常時放水してほしい
近くに八幡川がありますが（太田川もそうですが）あまり「キレイ 」に整備してほしくな
いです。できる だけ「自然」のままに…
車で通ってみる くらいなのでよ くわからないけど ，北部の太田川堤防が低いのではな
いでしょうか
地球温暖化で気象が読みにくくなり，起こりえなかった現象がおきる と思います。今の
太田川の水質が保てる よ うに森林や海への気配りも必要ではないかと思います。太
田川は広島の財産です。

になる とよ いなと思います

太田川に息を 呑むと同時に心癒されます。街中では美しく整備された水辺，幾本もか
女 30代

ばいいのですが…

下流域に住むものとしては，お世辞にもあまりきれいな川とはいえない感じがします。 小さな子ど もを お散歩に連れて行く気持ち になれる よ うな，安全・清潔な楽しい場所

可部から加計にかけて，川沿いの道を 走っている と雄大な山々の間を 悠々と流れる
2500 広島県広島市安佐南区伴南

災害がないよ うにする

シジミ，アサリが取れて自然が多く大好きですが，雨の日は川の水が多く恐ろしい
川辺の整備がとてもよ くされている と思います。家族の憩いの場として活用させてもら
おうと思っています
現在はすごくきれいな川である 。これからも清掃など を 実施して，よ りよ い太田川に
してほしい

災害など で今の太田川の美しさが破壊され，それに伴い周辺住民の生活が脅かされ
る ことのないよ う，更なる 護岸整備など を お願いしたいところですが，あまり人工的
になりすぎる 事のないよ う，景観も大切にしていただきたいです。何年先も広島に住
む人々の心のよ りど ころであり続けてほしいです。

災害が起こらないよ うにする
川がこれ以上汚れないよ うにみんなで注意していきたい
本川ほかにボート係留している 。いつになったら取り除くのでしょう。陸であれば駐車
違反で大変です。川も早く撤去してください。要望します。環境もよ くない（観光のため
にも）

放水路ができてだいぶたって，ヘドロ が堆積して浅くなっている よ うに感じる
自然豊かで環境も整備され，遊ぶ事ができる 場所を 提供されている ので，子ど もが
自然に触れる ことができ，よ いです。

よ り清流！昔は可部の方でキャン プ ができ,太田川の水でご飯が炊けた
ホタルが見られる くらいきれいな水になってほしい。防災にも力を 入れてほしい

一時の汚れた時に比べて随分きれいになって気持ち がよ い美しい河と思う

今以上にきれいな水になり，子ど もを 気軽に水遊びさせる ことのできる 場所にしたい

市内のほうの整備はとてもよ くされている と思います。しかし中流に住んでいる 私た

川沿いに住んでいらっしゃる 方々の災害への心配，不安がなくなり，なおかつ子ど も

ち には太田川とのふれあいはほとんど ありません。もっとふれあいの場がほしいで

たち やみんなが川に対して安心して遊べる 箇所ももっと増やし，整備していってほし

ど こでも自然にふれあえる 場所がほしい。魚釣り規制の緩和

すね

いです

ど こかで河川工事を しており，砂利採取のダン プ カ ーが走り，私たち が子ど もの頃

子ど もたち が泳げる 水質，河川環境にする ことです。そうすれば自然に大人たち も

親しんだ太田川―今いずこ，という感じです。残念でそれを 肯定してはいけないので 太田川に再び親しむことになります。水源の山を きれいにする 事も求められます
が，私はそのために山に入る ことが怖いです。

しょうか…
小さかった子ど もの頃太田川でメダカ を 採ったり暑い夏はたくさんの友達と泳ぎ…体
が真っ黒になる まで遊んでいました。水もきれいで多かったよ うに思っています。今
2511 広島県山県郡安芸太田町下筒賀

女 60代

は「よ し」が多く，国道沿いからも木々が多い…３５年間で３度の仕事場など の浸水
経験，ありです。今は沖の川の堤防を よ くしてもらったのですが，思わない水量でま

まだまだ家庭とかの汚い水が太田川に流れていきます。「汚水（汲み取り）」も流す人
がいました。考えられませんが。やっぱり自分たち できれいな太田川にしたいですね

たど うなる か分かりません。きれいでおとなしい太田川に
人生を 川の流れにたとえる よ うに，やはり太田川は美しくあってほしい。都市部に人
2512 広島県山県郡安芸太田町穴

女 40代

ダムが多いため，普段は水量が少なく大雨の時など ダムの放流によ り洪水を 起こす 口が集中する ゆえにダムが必要なのだろうが，災害時に困る のはいつも田舎で格差
ほど に水量が多くなる 。何事も極端はいけない

を 感じる 。上流にも下流にも太田川は大切なので，災害が大きくならないよ うな水利
用を 改めて検討すべきだと痛感する 。

まだまだ整備できる ところがあります。可部方面も親水公園など に力を 入れてほし
2513 広島県広島市安佐北区亀山

女 30代

い。色々なスポーツ （ゴルフ，スケボー，テニス，サイ クリン グ，ドッグラ ン ，トイ レ，
小屋など ）が手軽にできる よ うにしてほしい
小さな頃から見て育ち ました。その頃から変わらぬきれいな川だと感じています。しか

2514 広島県広島市安佐北区可部南

女 40代

し，多くの市民が川岸を スポーツ や行楽など で利用している よ うですが，衛生・安全
面は大丈夫なのかといつも思っています。

2515 広島県広島市安佐北区可部

女 30代

2516 広島県広島市安佐南区緑井

女 40代

水質はど んなかな？上流の三段峡に比べてど んなのかな？

川沿いに歩き，自転車コースを ずっと継続して整備し，右岸から三段峡まで自転車で
いける くらい遊歩道を つなげてほしい

やはり水面がきらきらと光る よ うなアユがいっぱいいる 川にしてほしいです。あまり
人工的に手を 加えずに自然のままの太田川であってほしいです

水質がよ く生物がたくさん生息できる こと
今，農業用水路が各地でなくなりつつある 。あっても草が生え，荒地として放置され，

川は上流の管理方法が一番難しい。一気に流れ出る 水を いかに分散させる ことだろ 犬の糞の捨て場と化している 。水路に水が流れている ところが年々減ってきている
2517 広島県広島市安佐北区可部

男 60代

う。急激に流れくる 濁流を 見ている と下流に整備されている 施設など ひとたまりもな のは田畑が開発のためなくなってきている のは分かる 。しかし，この農業用水路を 復
い。ど うしたら水を 分散させる ことができる のだろうか

活させる のも水分散の一つの方法ではないか。失ったものを 元に戻すのは倍以上
の努力が必要となる だろう。

2518 広島県広島市安佐北区可部

男 60代

2519 広島県広島市南区元宇品町

女 30代

2520 広島県広島市安佐南区大塚西

男 50代

2521 広島県広島市南区宇品東

男 50代

2522 広島県広島市南区宇品御幸

男 50代

2523 広島県広島市南区翠

男 30代

2524 広島県江田島市大柿町深江

女 50代

2525 広島県広島市南区日宇那町

女 60代

下流部の川中に樹木が大きくなっている が，洪水時には流れを 止める とともにゴミ
が木について景観が損なわれている 。伐採してほしい。放置している よ うで情けない
下流域では川幅も広く，きれいに整備されていて今後も益々にぎやかになればいい
なあと思います
まだまだ洪水・高潮に対する 施設が不十分である ため，整備が必要です
・中流域の水量が少ないよ うです。 ・広島市内の川沿いの遊歩道を 整備してほしい
（東西の道路で分断され通りにくい）
きれいに整備してある ところもある が，宇品地区ではまだまだ整備されず人は集わな
い
上流はきれいだが，下流はよ ど んでいて汚い気がする
断水で非常に困りました。このよ うなことのないよ うに他の給水管も確保してほしいで
す

上流部の水確保を 含めた景観を よ り育ててほしい

「きれいな水」を ずっと保っていってほしい
国民生活の基本である 災害対策に万全を 期し，頑張ってください
豊かな水量，きれいな水質，豊かな自然を 保った川を 維持してほしい
広い河川敷に木を 植えて，安らぎのある 散歩道を 作ってほしい
水を きれいに保ち ，子ど もたち が遊べる よ うな川づくりを してほしい
整備・点検を 怠る ことのないよ うによ ろしくお願いします
市民一人一人が町はもち ろん，川の水質きれいを 目指して心がける よ う，植えつけ

広島のシン ボルの一つでますます大切な川を 守っていただきたいです

る 工夫（広報など ）を ますますお願いいたします。日本中に太田川ってきれいねー，
と認められる よ うに私たち も頑張ります

2526 広島県広島市南区翠

女 60代

2527 広島県広島市南区東雲本町

女 40代

2528 広島県広島市南区東雲

女 30代

2529 広島県広島市南区西旭町

女 30代

水量もほぼ一定してきて，また透明度もあり，豊かだと思います

水は命ある 限り必要なもの。市民に「水」に関して関心を 持ち 大切にする 啓蒙活動
を していただきたい

今は昔と違って川で遊んでも危険が少ないと思います。子ど もたち も楽しく遊べる 太 これからも良好な水質を 保ち ，自然と親しめる 場を ！生活する ためには大切な水を
田川だと思い，これからも川を きれいに，そして大切にして行けたらと思います

感謝して使わせていただきたいと思います

上流・中流域は環境的にきれいでホッとできる のですが，下流域は今ひとつ。水質を 今の状況に甘える ことなく「何が起きても大丈夫！」という気持ち を 忘れずに行動，
キレイ にする よ い方法はないものか…市民一人一人の「心がけ」も必要ですよ ね！ 実行してほしいです。「何かが起きてから…」では遅いのです。
近くに水に入って遊べる ところがないのが残念
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これから発生が予想される 東南海，およ び南海地震に起こる 津波対策について，

2530 広島県広島市南区旭

男 40代

他県と比較しても水質のよ さは全国でもトップ クラ スではないかと思います

今の堤防の高さで浸水は防げる のでしょうか。ぜひ津浪発生時（大地震時の）の対応
についての情報を もっと公開していただきたいと思います
川岸利用としてウォ ーキン グコースを 幅広く確保し，市民に運動の場を 提供してほし

2531 広島県広島市南区皆実町

男 70歳以上

広島市の街は川がある ことで綺麗。今後も川を 中心に街づくりを 進めてもらいたい

い。樹と花のある 美しい街づくりのシン ボルとなる よ う，市民協力の場にしてもらいた
い

2532 広島県広島市南区仁保

男 70歳以上

下流のほうは災害防止対策，景観，とよ く整備されよ くなっています。川沿いの住民
は川を 綺麗に心がけ，子ど もたち が泳げる よ うにする

異常気象が続く今頃，多くのダムのある 川で洪水で堤防が壊れて大災害になる 対策
を しておく必要がある 。問１-２の４，５の対策が大切である 。また，平素の点検が必
要である
水量，水質ともに豊かな太田川を 今のまま後の人々に残せる よ うにしていく努力を

2533 広島県広島市南区皆実町

女 60代

大変熱心に細かい点についても取り組まれている と思います。川の水も質がよ く

一人一人が心がけていきたいです。小学校の時水質を 保つため，米のとぎ汁は花の

なったと思います。時々川にゴミが流れている のに気付きます。流す人がいなくなる

水遣りに…など 学んでもそれを 実行している 大人が少ないとも思います。自分で実

よ うな取り組みを していただきたいです。

行できる ことはする 。大人が子ど もに示すことで子ど もが実行してくれる のではない
でしょうか
子ど もの頃は似島，江田島，能美島など から帆船など の出入りがあり，島嶼部との

2534 広島県広島市南区山城町

男 50代

良好な水質を 保って，豊富な水量で市民の生活に役立ち 感謝しています

2535 広島県広島市南区旭

男 50代

山砂を もっと流して川床,海辺を 綺麗に

2536 広島県広島市南区旭

女 40代

都会でありながら高い水質がある 川はすばらしいと思う。景観的にも美しいと思う

2537 広島県呉市安浦町

女 50代

私は呉市に住んでおりますが，「太田川」の水にはいつも感謝しております

これからも変わらぬよ うに自然とともに

2538 広島県広島市南区黄金山町

女 60代

広島を 代表する 川として存在感がある

あまり開発を しないで，地方都市の川として水質のよ さ,景観など を 維持する こと

2539 広島県広島市南区

男 20歳未満

2540 広島県広島市南区段原山崎町

男 50代

2541 広島県広島市南区東雲

男 40代

2542 広島県広島市南区東雲

男 40代

2543 広島県広島市南区宇品西

男 40代

2544 広島県広島市南区出島

男 60代

2545 広島県広島市南区東雲本町

男 70歳以上

猿猴川で今工事している ので，鳥や川にいた魚やカ メが日に日にいなくなっていくの
が少し悲しかったです
上・中流部は今のままでよ いと思います。しかし下流部（デルタ部）の川床浚渫が必

男 30代

きれいな水でいろんな魚がいっぱい住める よ うな川を 望みます
都市部を 流れる 川としては太田川はきれいだと思います。水質の維持に努めてもら
いたいです
多くの生物が生息できる よ うな川にしてほしい

ウォ ーキン グ

きれいになってほしい

私たち 広島の大切な資源なのでこれからも太田川を きれいに保つ努力を 市民みん
なでしっかり守っていかなければと思います
水の都広島を 代表する なくてはならない自然

多くの生物が生息できる 川で,きれいに保ち たいですね
川を 基点に様々な文化の発祥の地となる とよ い

昔のよ うに，川で泳げる よ うな，ハゼが釣れる よ うな，ボートで回遊できる よ うな，環 山間部ではダムの影響か水量が少ない。保水力を 維持する ための植林など を 。山
境整備が必要（住民の意識改革のＰＲを ）

間部の道路は幹線のみ舗装とする

て，ち ょっと汚いイ メージがある 。そういういうことを した人には罰則を 強化してほし

１．下流になる にしたがって緑部が少なくなっている 。堤防など 緑化促進しては如何
男 60代

してほしい。

川の中の樹木を 伐採してほしい

い！後は廃車となった自動車やボートとかも）

2547 広島県広島市南区宇品西

各自の川に対する 意識を もっと広める べき。一番必要な緑と水を 守る ために大事に

要と思います

ゴミや空き缶,ペットボトル,タバコの吸殻，そして犬の糞とかところど ころなんかあっ
2546 広島県広島市南区東雲本町

交流がありました。この後,海との関係も広げていけたらよ いと思います
川で様々な遊びができる ,きれいな川床,きれいな水,川のヘドロ の除去を ！

か。 ２．堤防兼道路兼歩行公園と多目的活用されている 。特に歩行公園との位置
づけは大きいと思う

８月に太田川夏祭り（花火大会）を 復活させてほしいです。太田川の水やらそれを
使った飲料水（コーヒーやお茶）など の販売

１．広島デルタの母であり,穏やかではある が,異常時に緊急時にでも全てに対応でき
る よ うに万全を 期してほしい

広島市における 太田川は堤防の整備,美観も兼ね，洪水時の心配もなく市民としては まずます満足できる 状態なのではないか。金さえかければよ り美観を よ くする （植樹
2548 広島県広島市南区丹那町

男 70歳以上

満足。ただ，可部近郊の上流部では先ごろの洪水氾濫もあり心配。広島の命の水で やきれいな護岸）だろうが，財政の問題もある 。望むとすれば水量のコン スタン トな
増量,ダム機能の問題だろうか

あり川である 。大切にしたい
自然環境の保全と沿川住民の安全確保の間で太田川河川事務所のご努力で高瀬堰
2549 広島県広島市南区翠

男 70歳以上

の魚道ができたり緊急用自動車道を 作る 工事に土砂流出を 防ぐ 方法が用いられた
ことを 知っている 。不動院前の河原の草がど んど ん刈り取られつつあり，キリギリス
の住処がなくなりつつある ことはかなしい

2550 広島県広島市中区西平塚町

女 50代

女 50代

方々が利用できる よ うにしたい。現在もいくつかの橋下に道路が作られている が,大
部分のところでは橋から少し離れた場所の横断歩道を 通らなければならない。多数
の方々の利用によ り水質汚染や不法投棄が防げる のではないかと思う。また，ヤマ
トシジミの養殖を 奨励したり,塩生植物の保護にも力を 尽くしたい

ラ ジオでの水の情報とてもよ いですね。広島の飲んでみんさい,広島の水以前飲ませ 他県から来た友人が広島の水おいしいといってくれました。ち ょっぴり嬉しく自分のこ
ていただきました。もう少し金額的に安価なればと思います
広島は山がある からおいしい水が飲める とよ く思います。江田島の送水停止，とて

2551 広島県広島市南区北大河町

川を 海辺から中流,上流までに直接道路を 連ね,散策やサイ クリン グなど に多数の

もびっくりしました。田舎な豊町ですが,小さな頃水が少なく塩分が含まれた生活でし
た。とても今の生活ありがたいです。

とのよ うでした。
太田川,広島は母なる 川と思います。原爆で８月６日水道局の職員の方の努力で午後
から水が出たと聞いたことがあります。水を 大切にしたいですね
良好な水質になり砂地が現れ,魚やシジミが採れ,川で泳いだり川遊びが出来れば最

2552 広島県廿日市市宮島口

男 60代

河口付近では川の中はヘドロ がたまり，川ではなくど ぶ川のよ うである

2553 広島県呉市焼山西

女 40代

河川敷でゴルフなど 楽しめる ところがよ い

もっと色々な世代の人に楽しんでもらうよ うに,自然を 壊すことなく開発してもらいたい

2554 広島県呉市焼山宮ヶ迫

女 40代

整備されていて景観もよ いと思います

今の状態を 維持していければよ いと思います

2555 広島県広島市東区戸坂南

女 40代

下流域では砂がドロ 化していて,誰も川に近づこうとしない

適である

住民が親しめる 川づくり。例えば ・高瀬堰辺りから水上バスを ど んど ん走らせる ・
上流から河口まで手漕ぎボートによ る 駅伝競走（堰のある ところや水量の少ないと
ころはボートを 担いで走っても面白い）
2556 広島県広島市安佐南区八木

女 50代

今は見て楽しむ,癒される 感じ

水に親しめる 場もほしいが,作られた場では嫌だし,自然を 残した感じで整備してほしい

2557 広島県江田島市江田島町中央
2558 広島県呉市広古新開

男 70歳以上

私たち 島嶼部の人たち も太田川の恩恵を 受けている ことを 感謝しています

川に感謝する お祭りなど を 盛大に

女 30代

遠く離れている が呉にも縁がある 川なので身近に感じている

災害時でも安心できる 川

2559 広島県広島市安佐北区落合南

女 30代

だいぶきれいになってよ かったけど ,子供づれじゃないと行きにくい

災害対策なのかもしれませんが,必要以上に川を 掘ったり堤防にしている よ うに感じ
2560 広島県広島市安佐南区大町西

女 30代

ます。近くの川のホタルが年々減ってきている ことが寂しく思います。もっとしっかりと
吟味して対策してほしいです。

2561 広島県広島市安佐北区白木町市川

女 20歳未満

2562 広島県広島市安佐北区可部東

女 50代

ないよ うに日ごろから整備（掃除など こまめにして流れを よ くしたり堤防を 作ったり）し

いま少し手を 入れたい。予算が厳しければ住民の協力の幅を 広げてもよ いのではな
いか。
上流に行くほど 汚物が木にかかったり,目に付きます。また，下流には土砂が盛って

2564 広島県広島市安佐南区毘沙門台

女 70歳以上

2565 広島県広島市安佐北区亀崎

男 70歳以上

2566 広島県広島市安佐北区倉掛

男 70歳以上

2567 広島県広島市安佐北区小河原町
2568 広島県広島市中区東白島町

女 50代
男 50代

ないことを 改めて感じます。身近な川からど う感じている か，もっとアン ケートを した
らいろんなことが見えてくる のではないでしょうか。そしたらそこに住む人のための川
キレイ にする ！下水道を 整備する こと！

て胸を 張って私たち の太田川よ ,といえる よ うにしたいです。
男 60代

所になる と行きやすいです
近くの川を 見て感じる ことはいっぱいあったのですが,このアン ケートを 見て何も知ら

づくりに生かせられる と思います

汚い！
水も比較的きれいだし,景色も抜群です。災害時の土地の低い域の方たち に嫌われ

2563 広島県広島市安佐北区亀崎

ホットドックとかアイ スクリームとかの移動車が来て散歩しながらゆったり過ごせる 場

おいしい水を 与えてくれ,ごみの山もなく。公園のよ うな場所になってほしいと思いま
す。母さんの懐のよ うな場所を 目指して努力したいです
水は命の源である 。その意味で住民が自主的にもと関心を 持つ太田川でありたい
①もっと水辺の行事がほしいと思っています。記念日の行事は素晴らしいものがあり

いる 感じの場所があり,気になりました。昔,牛田に在住の頃,本町辺りまで冠水したこと ますが，そのほかにもラ フなスタイ ルで楽しめる （例 月別の行事など ）如何でしょう
がありました。あの頃は太田川の土砂は今の状態よ りも低かったと思いました。砂を

か？ ②遊覧船での出勤,帰宅ができる 地域（それなりのダイ ヤ）夢でしょうか？考え

取り除くほうが…再点検ど うでしょうか？

ただけでも楽しいですね（船を 増やして）

広島市，さらに広島県西部地域の生命線として,水需給の万全が図られる よ う整備を
進められたい。

広島県西部地域の水と緑の基軸となる ことを 望みます

県外の河川に比べる と,とても美しい川である と思います。しかし,雨,台風など が発生し 川にゴミを 捨てないよ うにする ことが大事だ。対策として新聞など で写真入の現状を
た後の「家庭ごみなど 」での汚れが目に余る 多さが気になります。

掲載する のも良い手ではないかと思います

沿川の緑も程ほど にきれいで下流には娯楽の場も整備され見た目には「美しい川」

あまり特色のない,広島を 代表する 川としてはイ ン パクトが弱いと思います。何か広

と思います

島を アピ ールする ものがほしいです

広島の代表的な川として見た場合,大河という風格がない。他の大都市を 流れる 大河 問４のよ うなことは無理と思うので，現実性の高い,安全で便利な中で自然とも調和し
のよ うに中州とか余裕がない。ゆったり流れる 大河を 希望！

た川になる よ う希望します

１０年後か５０年後か，少しずつ地球の温暖化が進み,海の潮位が上昇する と思われ
2569 広島県広島市東区中山西

男 60代

ますが，将来を 予測した長期的な対策が取られている か？年金と同じ場当たり的な

いつまでも自然と親しめる よ うに

考えか？
今年のよ うな雨が降らないときも,広島は太田川のお陰で深刻な水不足にならないと これからも,今よ りも！きれいな太田川でいてほしいと思います。水道からそのまま飲
2570 広島県広島市安佐北区真亀

女 20代

感謝してます。他県に行った時,広島の水はまだおいしいほうだなあと思います。太田 める 水が何よ りうれしいことです。自分自身もきれいな街づくりのため小さなことを 努
力していきたいですね

川がきれいだからですね。
2571 広島県広島市安佐北区亀山南

女 20代

きれいな川なのでよ い。大水が出た後,ゴミが木々についている ので,各自がゴミを 川
に捨てないよ うにしないといけない
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2572 広島県広島市安佐北区口田

男 60代

2573 広島県広島市安佐北区口田南

男 70歳以上

2574 広島県広島市安佐北区口田

男 60代

問４

問５

太田川で子ど もがつりを している 姿は見受けられない（本流）

川辺りにはもっと樹木があって,小鳥も来る 散歩道
もっと,散歩や遠足など のできる よ うにしたら。遊園地を 作る こと

・洪水によ る 住宅の浸水が心配。 ・堤防は大丈夫なのか？
資料によ る と最悪の状況（条件）が重なる と市街地（広島市中心部）全域が浸水す

2575 広島県広島市安佐北区落合

女 30代

る 恐れがある とのこと…過去の災害データからの災害予想（被害）区域への防災対 水辺の社交場など の環境整備も大切ですが，まずは安全な環境作りから中心に考え
策を 真剣に考え,もしもの時に浸水被害を 最小限で抑えられる よ う,早急に対応してほ て広島の街が再び大惨事にあわないよ う，安心して生活できる 環境
しいです。

2576 広島県呉市江田島町中央

女 60代

広島の太田川からの水が本当にありがたく思っています。災害が発生しないよ う願っ
ています。

女 40代

2578 広島県広島市東区戸坂大上

男 50代

2579 広島県広島市南区仁保新町

男 40代

広島は「水の都」と呼ばれている 。これからも良好な水質を 保つよ うにしてほしい

2580 広島県広島市安佐南区安東

男 60代

太田川がある ことによ って広島市の貴重な水源となっている 。感謝すべきと思う

地球温暖化によ り様々な自然災害が増えている よ うに思う。

る 気持ち がないので逃がしました。泳いでる 人はあまり見ないですね。自分は泳いで
いました。あの水の冷たさは良かったです。安芸大橋辺りは浅いのでおぼれる 心配も
なかったですよ 。このままずーっと「きれい」であってほしいです。

2582 広島県広島市東区上温品

2583 広島県広島市東区福田

男 70歳以上

女 30代

自然を 保ち ながら環境を 良くして,災害によ る 被害のないよ うな整備を していただきた
い
水質,水量,周辺の環境,景観を このまま良好に保ってほしい

水のきれいさは昔と変化していない気がします。ウナギを 釣ったこともあります。食べ
男 50代

ボトルを 両手に持ったまま転び,今も足が不自由になっています。断水にならぬよ う
に願っている 。水を 大切に使っています

2577 広島県東広島市河内町

2581 広島県広島市東区戸坂山根

私は江田島に住んでいます。昨年の夏の断水は本当に困りました。姉は２Ｌのペット

昭和２０年代の太田川と比べる と現在の太田川は大変よ く整備されまた美しくなりまし
た

多くの生物が生息できる よ うな川にする こと。堤防の強化を しっかりお願いしたい
広島市の水源としてきれいな水の確保が必要と思います。また,洪水調整の機能が必
要と思います

汚れる かもしれませんが…通勤用の船があればと考えたことがあります。バスが多く
て座れない時,気分的にも太田川の中を 走っていれば癒される かな！？と思ったりし
ました。

これからもできる だけ災害の少ない川として，また多くの県民・市民から愛され,親しま
れる 川として,うつくしい流れを 続けてください。管理の皆様のご苦労,ありがとうござ い
ます。

今のところ,水に困る こともなく生活ができている ので安心しています。あまり公共の

水は本当に大切なものだと思っています。一人一人がその気持ち を 忘れず，感謝し

場にする とゴミが出たりして汚れそうなので,今のままでいいと思っています

て使うよ うに,太田川の水も今まで以上においしい水でいてほしいです。
上流はともかく市内中心部ではまだゴミが多い。住民の心がけ次第の面もある が，

私は健康維持のため北大橋から大芝橋の両岸を ほとんど 毎日散歩している が，こ
2584 広島県広島市東区牛田本町

男 70歳以上

の雄大さ，風景は素晴らしい。郷土の自然の美しさを つくづく感じる 。この環境を ぜ
ひ守っていただきたい。

満潮時に海から逆流してくる ものも多いのではなかろうか。広島湾と太田川両方で清
掃活動を 強化する ため，そのＰＲやクリーン ボラ ン ティアの募集など を 考えられたら
ど うか。私も老人である が，太田川美化のためなら微力を 惜しまない。私事である
が，安芸区の「豊かな山作り運動」に私ど も夫婦は毎年参加，山の清掃を 行なって
いる

2585 広島県広島市東区尾長東

女 40代

2586 広島県広島市東区上温品

男 70歳以上

2587 広島県呉市広駅前

女 20代

政令指定都市の中でも広島は名古屋と並び水のきれいな街。これも太田川のおか
げ。広島の大切な水源です。
広島は土地が低いため堤防が決壊したら大きな被害が発生する 。日ごろから万全の
対策を …

女 40代

な水源だと感じています。

います

わいの場としてとても有効と感じています。これから先，何年も続ける ことができたと
き本当に根付いたものとなる でしょう。

2589 広島県庄原市西城町大佐

男 50代

男 60代

女 30代

田川であってほしいとおもいます
河川管理面で後退要因としての水域汚染，（アユ・マス・魚貝類など ）の死滅を 防止

い。護岸整備もされ一流域としての機能を 果たす。

し，河川行動圏の拡大を 図りながら域内調和に努める

害が多いと思う。急流域の堰，上流域の山林など ，水量が平均的になる よ うに工夫
できないものかな，と。

2591 広島県広島市安佐南区中須

安全性を 維持する ことを 基本に，その上で皆様に親しまれる （自慢できる よ うな）太

安芸地方一の大河。広島市中心街がある 三角州付近は生活したこともあり印象深
中・上流域の曲がりの多い沿川の道路など ，人工的箇所が主に水流に削られる 被

2590 広島県広島市安佐南区祇園

５０年前までは泳いで遊んだこともある 。そんな川であってほしい

日ごろはあまり意識する ことはなかったけれど ，水不足が言われる よ うになり，貴重 オープ ン カ フェ や公園整備を し,みんながゆったりすごせる 空間となったらいいと思
下流域でここ数年オープ ン カ フェ ，コン サートなど あります。新しい発想で水辺の賑

2588 広島県呉市広横路

川を 汚さない。きれいな水を 保つ

アユがつれる ほど きれいな水とは知らず，今回これを 見てびっくりしました。コン サー
トやオープ ン カ フェ にも子ど もを 連れてぜひ行きたいです。

下流域はかなり整備されたと思うが，中・上流域がまだまだと思う。中流域くらいでもホ
タルが飛び交うにならないものかな…と
台風１４号で飯室〜鈴張の間の道路が長期間通行止めになり，実家の母がこち らに
来る ことができず，不便な思いを しました。洪水に強い道路，堤防を 作ってほしいで
す

日ごろはのど かで水量もさほど 多くないので川が危険な場所というよ りは穏やかな癒 今は私が子ど もの頃とは違い，災害も回数，規模とも大きくなり，被災者になる 可能
2592 広島県呉市神山

女 40代

しの場のよ うに思います。魚もいてハゼ釣りとか家族で楽しめてよ いと思います。川

性が高くなっている よ うに思います。自分の身の回りの防災意識を 高める だけでな

の文化雁木タクシーとか渡しとかがもう少し充実する と，もっとゆとりがあってよ いと

く，沿岸に住む人々のためにも県北の森林化や自然の水を 蓄えておける ダムに変
わる ものがあればと思います。

思います。
2593 広島県広島市安佐南区西原
2594 広島県広島市安佐南区緑井

女 40代
女 50代

自分が子ど もの頃よ りは整備されきれいになっている と思う。

女 30代

いつも川を 見ている と心が落ち 着いてくる

い

知っている 人は少ないよ うに思います。みなが親しみを 持ち ，大切に守る べき川とし
て色々な働き，歴史など を もっとアピ ールする と良いのではないかと考えます。

災害，環境，水利用編のど れもまだまだ不十分なところがあり，「絶対大丈夫！」とい
2596 広島県呉市神山

女 30代

うことはないと思います。いままでプ ラ ス最善を 尽くして行き，全国や世界でもベスト
１〜３に名前が入る よ うになればと願います。

2597 広島県広島市西区横川町

男 60代

堤防の法面に樹木を 植える ことはできないか？昔の街道のよ うな両側に松林が続く
とか，桜のトン ネルがある よ うな風景。

女 60代

りの環境に心がとっても和まされました。そして下流の川辺の催しにも憩うことができ，
とてもよ いことだと思います。

2599 広島県広島市安佐北区大林

男 50代

太田川周辺で遊べる 場所を 整備する だけでなく，そこでのイ ベン トを 企画すれば
もっと有効に活用できる のではないかと思います。川の生物について，子ど もが学
べる 教室や貝堀りなど ，太田川に親しみを 持てる きっかけがあればもっときれいな
川にしよ うと皆が思える のではないでしょうか。
「飲める 水道水」でしかもおいしい都市というのは誇りですね。太田川の良い面はそ
のまま維持していける 形にもっていってほしいし，不足分や悪い面は補い改善できた
ら今以上に素敵な太田川になる のではないでしょうか。そのためには県民一人一人
が努力できる ところから協力していきたいと思います
市民が親しめる よ うな噴水を 川の真ん中に作ってほしい。特に旧太田川（本川）と天
満川の分岐のところにコン ピ ュータ制御の噴水を 作り，市民が水に親しめる ，また観
光客が遊覧船からでも親しめる 「さすが水の都」イ メージアップ にしたい。

温井ダム見学に１０年余り前に行ったことがあり，自然いっぱいの緑と整備された周
2598 広島県広島市西区南観音

い
台風時上流のほうで崩れたりしている ので，何とかし，自然を 残しながら整備してほし

私たち の生活に大きな役割を 果たしてくれている 太田川ですが，そのことについて
2595 広島県広島市安佐南区上安

一人一人が当たり前のこと，「ゴミを 捨てない」など を 守り，大切に守っていってほし

水量が少ないが，集中豪雨が多くなっている ので，上流・中流地域に保水力のある
木を 植え続ける ことが必要。ここ数年のうち に可部の辺りの堤防を 水が超えそうだ。

地球温暖化で自然破壊され，人工的に作られた水の流域にいつど うして被害がある
かもしれません。それに妨害できる よ う水流域にしてほしいです。

昔のよ うに舟で太田川を 往来できる よ うになればよ い

なる べくそのままにしておいてほしいです。外国では川を 補強したりきれいにする た
2600 広島県広島市安佐南区長束

女 30代

2601 広島県広島市南区向洋新町

女 30代

2602 広島県東広島市西条町下三永

男 70歳以上

川のある 風景はとても広島だなあと感じて大好きです。特に広島といえば，太田川と め工事を したけど ，結局災害が起きたり生態系が崩れてかえって水が汚れたりして，
いった感じで親しみを 持っています。

今は人工的なところを わざ わざ 壊して元に戻したりしている と聞きました。今後もきれ

ずっと日本名水に選ばれる よ うなきれいな水であり続けてほしい

断水にならないよ う，いつもたくさんの水を 貯めておいてほしい

いで広島のシン ボルとなる よ うな川になってほしいです。

休日は多くの人が川辺を 利用している が，マナーが悪くゴミの放置が目立つ。また， 現在国道は道の友の会がありますが，太田川も友の会を 作り，会員達に年４回程度
土手の草を もっと短いうち に除去する ほうが良い

のクリーン キャン ペーン を 実施すればもっと身近に太田川を 感じられる と思う

子ど もが安心して水遊びできる 太田川にする こと（守る こと）

2603 広島県東広島市西条町田口

女 60代

2604 広島県東広島市西条町寺家

女 30代

下流域の印象が強く，汚れている というイ メージが根強いと思う

2605 広島県東広島市八本松町原

男

現在の太田川の堤防はコン クリートでできている から大丈夫です

2606 広島県広島市安佐南区

女 30代

2607 広島県安芸郡海田町栄町

男 30代

街でオープ ン カ フェ を 見かけ，私が若い時はありませんでしたが，とてもおしゃれな
感じで，よ い感じでした

ゴミの少ないきれいなままで残したいです
水の都広島を 観光地としてアピ ールし，平和公園を ピ ン ポイ ン トとしての観光拠点と

川沿いに緑が多く散歩など 快適な環境を 与えています

する のではなく，川沿いを 歩いて回り楽しめる よ うな施設を 既存の施設と一体になる
よ う新設する

2608 広島県広島市中区西白島町

男 40代

太田川は流域に住む人々に恩恵を もたらしている と思います。これからも水質の向
上に努めてくれたらと思います。
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2609 広島県広島市西区南観音

男 40代

2610 広島県広島市佐伯区五日市

男 60代

2611 広島県山県郡安芸太田町下殿河内

男 20歳未満

2612 広島県広島市西区庚午北

男 60代

2613 広島県広島市西区井口

女 50代

2614 広島県広島市西区草津南

男 50代

2615 広島県庄原市東本町

女 50代

2616 広島県広島市東区牛田旭

男 30代

2617 広島県広島市南区宇品神田

男 40代

2618 広島県呉市焼山北

女 20代

問４

問５

川それぞれに個性がない。せっかく複数の川が流れている のだから，１本１本に特
色がある と楽しいと思う

川それぞれの個性を 持たせる ために，川ごとのイ ベン トを 設定したり，施設（ヨット
ハーバーやお店）ができる と観光客の誘致にもつながる と思う
これからもきれいな太田川，また市民に親しみやすい川である よ うに！

川にゴミが多い

ゴミが減り，川に魚がたくさん泳ぐ きれいな川

川が汚いしゴミも多い。新庄橋のほうでも河川敷でも草が生えてて遊べる 状態ではな シジミやアサリを 放して市民みんなが採れる よ うな川にしてほしい。泳げる よ うな場
い

所もほしい

可部辺りでは土砂が多くて水の流れている ところが少ない。（雨がないとき）土砂，砂 水道水として多くの地区に供給されていますが，きれいな水を 大切に守ってゴミの少
利など を 取ったり，川の中の木・草など キレイ にする

ない川になる よ う気を つけていかなくてはいけないと思います

割とうまく活用している ほうだと思います

市もしくは県でカ ヌ ーなど の貸し出しを してもっと楽しめる 場所にしてほしい

緑豊かな自然に恵まれた上流域から下流域まで責任はわたしたち 人間にあります。
いつまでも美しい自然とともに生活したいです
遊園地が無い

大水の出た後の川には上流よ り出た（人間が出した）ゴミが川の中に生えている 草木
に，川のふち にとど まり，情けない姿です。災害対策は国，県にお願いし，個人個人
でできる ことは自然に対してたくさんある と思います
遊園地・誰でも遊べる ところ

大都市部の河川でこれだけの美しさを 保っている のは奇跡に近い。しかし、ほとんど 広島の命である 太田川を 引き続き、いや、今以上にキレイ にする よ う官民こぞって
の人は当たり前と感じありがたさを 認識していない

の意識を 高め実行する べき

水辺のカ フェ など ができて、気軽に太田川と親しめる よ うになったのは良かったと思 ゴミなど も無く多くの生物が生息できる よ うなキレイ な水質になって、県外の人にも
う

自慢できる よ うな太田川になってほしいです

近くに太田川があり、グラ ウン ドやゴルフ場など いつもにぎやかで市民が太田川と

いつも恵まれた水量があり、あって当たり前と考えがち ですが、この機会に水質や太
田川を 囲む環境についても学びたいと思いました。キレイ な水を 保つための様々な

2619 広島県広島市東区中山上

女 30代

2620 広島県広島市中区吉島町

男 30代

全国的に見ても自然豊かで美しい川だと思う

子供たち が安心して泳いだり遊んだりできる 川になってほしい

2621 広島県広島市佐伯区五日市

女 50代

沿岸でウォ ーキン グ等している 人を 見る といいな、良い環境だな、と思う

災害対策が一番だと思うので、しっかり見直してほしい

2622 広島県広島市中区光南

女 40代

2623 広島県広島市南区段原

女 30代

2624 広島県広島市南区丹那町

女 20代

2625 広島県広島市西区井口台

男 50代

2626 広島県広島市南区楠那町

女 30代

2627 広島県広島市南区宇品東

男 50代

2628 広島県庄原市口和町竹地谷

男 70歳以上

2629 広島県三次市吉舎町安田

女 50代

2630 広島県庄原市平和町

男 70歳以上

2631 広島県三原市大和町椋梨

男 60代

2632 広島県広島市南区宇品御幸

男 70歳以上

共に生活の中でなくてはならないものだと思います

学びの場があればいいと思います

江波地区がいつも水没している ので早急に手を 打ってほしい。市内の太田川周辺、 これからも水質を 守ってほしい。宅地開発によ る 森林伐採もほど ほど にしてほし
オープ ン カ フェ 、子供の遊び場として景観を 利用していいと思う
ふる さとの川です。特に、太田川でボート競技の練習を 毎日していたので愛着があり
ます

い。災害に影響を 与えますよ ね？
いつまでも美しい川であってほしいと思います。水の都でありながら都市部の生活で
はあまりそれを 実感する 機会がありません。生き物観察など まずは子供たち が楽し
め、親しみを 持てる よ うな企画があればと思います

広い。汚い

下流域でも水遊びや釣りが楽しめる くらいの環境

過去の災害の経験が今の災害対策になっていて、他の地域に比べて安心していられ
る
福山から広島に引っ越してきたとき、水道水でも飲むことが抵抗無かったので水質が
いいのかと思う

水不足にならないよ う貯水してほしい
子供たち が安心して遊ぶことのできる 美しい川になればいいと思う

旧太田川って？現在の太田川は造られた川なのですか？太田川の名前の由来を 知 親水公園のよ うな整備が遅れている よ うに思います。ウォ ーターフロ ン ト計画って
りたいです。なぜ太田なのかを

ありますか？

名水100選に選ばれている と知り驚いています

もっとキレイ な川にしてほしい

都市部の水質にしてはきれいでいいと思う。大潮と重なっていたとき台風が来る とど
うなる かを もっと知らせる べきです

交通の便に利用してもらいたいと思います。観光にも

10年前までは広島市内に住んでいましたが、１０年前頃は太田川の環境もあまりよ く
ありませんでした。現在は環境もよ くなり、二ヶ月に一度広島に行ったときは以前よ り 堤防の強化。日頃から災害に備える 。良好な水質を 保つこと
大変よ くなっています

近代的に、太田川として恥じない川にしてほしい
色々な用途、広域的な利用を させてもらい感謝している 。普段は穏やかだが、台風

や大雨等で災害を もたらすので怖いとも感じる 。死者の出る よ うな災害になっている か分からないが、効率がいいものが良いと思います。これからもみんなの安全のた

2633 広島県広島市南区翠

女 30代

2634 広島県広島市南区東雲

女 30代

2635 広島県広島市南区仁保

男 60代

水力発電所等への取水が多く川へ流れている 水量が少ない

2636 広島県広島市佐伯区八幡が丘

女 30代

下流の水が汚いので、もっときれいになったらいいなと思います

2637 広島県広島市西区上天満町

女 50代

ことを 広島にいながら知らなかったので恥ずかしい

2638 広島県豊田郡大崎上島町大串

女 60代

2639 広島県呉市仁方西神町

女 50代

2640 広島県広島市西区草津梅が台

男 50代

やはり災害が起こらないよ うに整備しておくことは必要だと考えます。何が一番よ い
めによ ろしくお願いします

水道水としての良好な水質を 今以上に確保していただきたいと思います（現在ペット
ボトルを 購入中）
川土手に自転車道を 作ってほしいです
川でもっと泳げる よ うになる と良いと思います。水がきれいになる こと

島での生活。太田川の水の恵に感謝して、水の大切さを 実感しています
昨年のトン ネル崩落のとき私の町の水が太田川の水に支えられている ことに気が付
きました。以前知らなかったわけではなかったのですが・・

11月太田川源流を 視察に行く予定です。そのとき太田川の自然を 楽しみたいと思い
ます。また、流域の管理の大変さを 学びたいです
被害の無い太田川になる よ うに整備が進むことを 思って望んでいます

台風のみならずち ょっとした大雨で水が濁る 。上流のダムとか護岸工事が人工的な

河口は泥だらけで異臭を 発する こともある 。やはり、せっかく川がある んだからい水

土木工事のみだから、土砂が流出する のではないでしょうか？もっと葦原を 整備す

遊びしたいし泳いだりできる よ うにする のが理想でしょう。しじみやあさり、ハゼだって

る とか水辺の植物を 生かした護岸を してほしい

以前はど の川でもつれたり取れたりしていたのに！

散歩を していてゴミや流木など 目に付いてしまう。もう少しキレイ なイ メージを 持って
2641 広島県広島市安佐南区西原

男 50代

いたが、地域の住民との協力がないと美しい川にはならないだろう。市民の美化意識 中国地方一の美しい川にする こと！
向上のための政策が必要と思う
テレビ で水を 浄化する 作戦を 市ぐ る みでやっている のを 見ましたが、広島でも出来 災害に備える ための整備も必要ですが、あまりに機能重視の人工的なものにしない

2642 広島県広島市西区上天満町

女 30代

2643 広島県広島市中区大手町

女 30代

2644 広島県広島市安佐南区長束西

男 50代

ないでしょうか？ゴミが浮いていたり水が濁って汚れている のを 見る と悲しくなりま

でほしい。自然な感じを 残した憩いの空間となる よ う工夫する のと、更に水の街のイ

す。水の街として太田川だけでなく全ての川を 守っていかなければならないと思いま

メージが広がる と思います。パリのよ うな水辺を 楽しむ橋があっても面白いなと思い

す。平和公園での水場のイ ベン トは良いアイ デアだと思います

ます

最近、水辺のコン サートやオープ ン カ フェ など のイ ベン トが増えてうれしく思ってい
ます。広島は川の多い街なので、憩いの場にぴったりですね

毎年台風が多いのでまず第一に災害対策を ！

可部よ りも下流は大変よ く整備されている 。しかし、上流はまだ整備する 必要がある 私が小学生のときは今の交通公園ができる 前の場所に車の試験場があった。加計
と思います。私が小・中学生の頃には現在のメルパルクホール前にてエビ ・手長エビ 方面よ り木材を 組んだイ カ ダが下っていた。その時期のほうが色々と水遊びできて
等色々生物がいましたが、現在しじみ以外放流はしないのですか？

2645 広島県東広島市西条中央

男 40代

2646 広島県広島市安佐北区口田南

女 40代

2647 広島県広島市東区牛田南

女 40代

橋の架け替えを 行うと必ず太鼓橋になり、自転車や車椅子の利用者に対して優しさ
がない

いましたが、今の小中学生は川遊びができなくてとても淋しい気がします

川岸緑地との一体化と橋梁区間へのアン ダーパス整備を 希望します

広島の川として全国的に知ってほしい。そのためにもっと水質の良い川になってほし
い
広島にとってとても大切な役割を 果たしている 重要な資源だと思う。この広告でいろ
いろなことを 知る ことができたが、昔、母が子供だった頃のよ うな透明な水質が戻る
ことを 願っている

いつまでも市民の憩いの場としても重要な水源資源としても良い状態で利用される こ
とを 望みます。多くの方の努力で保たれている ものである と思います

2648 広島県三次市畠敷町

女 30代

2649 広島県広島市安佐南区中須

女 30代

2650 広島県広島市安芸区船越

男 30代

2651 広島県広島市安佐北区落合南

女 50代

2652 広島県安芸郡府中町鶴江

女 70歳以上

2653 広島県山県郡北広島町本地

男 70歳以上

中流域よ り上部はまずまずの水質（感じとして）ではないかと思われる （アユもうまい） 災害対策は最重要である が，極力水の汚染を 防止する 方法を 講じてほしい

2654 広島県広島市中区光南

男 70歳以上

目に付くところしか整備されていない

災害に強く環境や人にやさしい川になる ことを 望む

2655 広島県広島市中区猫屋町

女 50代

ゴミが多く汚く感じる

きれいな，清潔な川を 望みます

市内は沿川の整備が出来て大雨でも洪水の恐怖は感じません。子供の頃安佐大橋

防止にはダムでの調整を していただきたいです

昔に比べ砂など がたまり浅くなっている と思います

上流から下流まできれいな川であってほしい

川のある 空間がきれいな空気を 他県と比べて都市にしてはとてもよ いと実感してい
る
昔に比べて水位が低く，川底があまりきれいでない。もっと底を きれいにして草など
を 取り除く

アユとかシジミとかがよ く取れる よ うになってよ かったと思いますが，それはごく一部
2656 広島県広島市中区光南

女 50代

の人々のことであって，家族で釣りがしっかりできる とか小さな子ど もにシジミ採りを
できる 場所がある とかと思うと，とても自然に対して美しい思い出を もって子ど もは大
きく美しい人生を 送れる のではないでしょうか？

2657 広島県広島市中区江波南

女 30代

上流の自然を 守り、いつまでも自然を 感じられる 川のままであってほしいです。災害

の下で泳いでいたことを 思うと整備されすぎで淋しい感じがします

災害を 少なくし，これからも良好な水質を 保つことを 望みます
昔のよ うに川で泳げる よ うな水にする 。魚が泳ぐ よ うな川にする

いろいろな魚がたくさん住み着いてくれる よ うな美しい水の川になってほしいし，また
川下のよ うに観光でも船頭さんが小さな木の船でお客さんを 乗せて楽しく川のことを
しっかり説明してほしい。また水泳のできる 場所を 増やしてほしいと思います

広島市にずっと住んでいる ので太田川は身近に感じています。水の汚染など が心配 市民が皆で川の汚染など に気を つけ，大事にする 心を 育てる よ うに働きかけてほし
です。子ど もたち が遊べる きれいな川になってほしい
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2658 広島県広島市安佐北区あさひが丘

男 70歳以上

2659 広島県安芸郡府中町八幡
2660 広島県広島市佐伯区五月が丘

問５

私は３５年前から約１０年前，平塚町に住んでいたけど ，子ど もたち と比治山橋方面 今後は広島といえば７つの川というイ メージがある ので，大阪のよ うに「水上自動
で水泳を していた。今ではとても昔が懐かしい。もう一度昔に返れないだろうか

車」を 走行したらと思う

女 60代

昔のことを 考える とすばらしく良くなったと思います（バラ ック等があり，汚かった）

市内でのオープ ン カ フェ 等上手にいろいろ利用できる ことを 楽しみにしています

男 20歳未満

川はみんなのものである 。ゴミを 川に捨てたりする 。すごく許せません。

皆が使える 太田川にしてほしいです

2661 広島県呉市音戸町渡子

男 30代

2662 広島県広島市佐伯区五日市町口和田

女 50代

2663 広島県広島市南区丹那町

問４

男 60代

2664 広島県山県郡安芸太田町坪野

男

2665 広島県広島市安佐北区口田

女 30代

2666 広島県広島市安佐北区亀崎

男 40代

2667 広島県広島市安佐南区相田

女 50代

2668 広島県広島市安佐南区高取南

女 30代

もう少し県外にもアピ ールしたほうがよ いと思います。「水の都」というイ メージを PR
すればよ い

清らかな水の流れる 美しい川になってほしいとも思います

最近の太田川というとえ〜？と思うほど に余り関心がもてない！それは余りに広島が 広島に生まれてずーっと生活を して育ってきた私には昔のよ うに川の町広島のイ
市街化を 急いだ結果だと思う

メージを よ くする ために水質や整備（緑化）を もっと良くしてほしいと思います
太田川に生息している 魚類など の水族館的なものがあればよ いと思う。川を 利用し

一通り整備されている 川である

たものがよ いと思います

親水性に薄く，身近に感じられない。反面頼りになる かというと，保守整備が不十分

山林の整備から始めて，対症的部分改良でなく，抜本的な国土保全策の確立が必要

で脆弱に見え，恐怖の対象である 。地域の経験，歴史が生かされていない

である 。歴史に学ばなければならない

僕たち の子ど ものころと比べきれいになり，環境が良くなったと思われる

皆で楽しめる 太田川

以前に比べて上・中流域の水量が少なく，雨が少ないときなど 中心部だけ流れてい
る よ うです。もう少し，日ごろも水量を 上げて川底を きれいにしてほしい（定期的に）
以前，雁木タクシーに乗ったことがあります（平和記念公園周辺を １０分くらい）とても
新鮮でまた乗ってみたいのですが，金額がち ょっと高いかなあと。あといろんなルート
があれば嬉しいです

現在のよ い面を 大切にする こと。災害が多いとは知らなかったので，それらを 教訓
に日ごろから防災意識を 持つこと

京橋川下流に住んでいますが，平野橋以下護岸工事の整備が進み生活環境もよ く 以前水道施設の見学を させていただき，源流など も案内していただき，水質について
2669 広島県広島市中区鶴見町

2670 広島県広島市安佐南区川内
2671 広島県広島市中区西白島町
2672 広島県呉市焼山松ヶ丘

女 50代

男 60代
男 20歳未満
男 50代

なりました。ただ，だんだん川と接する 生活から遠のいていくよ うです。ゴミ対策も検

は安心していますが，上記にも書きましたが，川底のゴミ対策も必要なのではないか

討していただきたい

と思います

川内地区は川幅が広いだけで，未利用場所ばかりでもっと有効利用（安佐大橋付近 川の周囲（河川敷）が利用，楽しみ，憩いの場となる よ うにしてほしい。特に人口増
はいいが）できないものか。例えば公園とか

の広島・可部町までは

水質もよ くて美味しい水も飲めてよ いと思います

出来れば川遊びなど もできる 川を ，特に下流付近など でもできる よ うにしてほしいで
す

災害対策については，これでよ いということは絶対にないので，安全に避難できる よ 良好な水質を 保って他県に誇れる よ うな一級河川を 未来永劫維持管理していただき
うに日ごろから備えておくことが大切だと思う

たい
河川敷の草刈など 整備を して，自然公園のよ うにしてほしい（太田川放水路）・太田

2673 広島県広島市西区三滝本町

男 40代

・干満の水位の差が激しい・護岸工事（太田川放水路）を よ くやっている が，ど んな 川放水路の左岸（祇園大橋〜三滝橋〜山手橋）堤防沿いの道を 自転車やラ ン ニン
意味がある のかよ く分からない。見映えがよ いだけのよ うに思える

グ，散歩で利用している が，雨の後，水はけが悪いところが数箇所あって通れない
ので整備してほしい

2674 広島県広島市佐伯区五日市

女 20代

2675 広島県広島市南区東本浦町

女 30代

2676 広島県広島市安芸区矢野東

男 70歳以上

2677 広島県広島市安佐南区長束

下流では水がきれいと思えない。魚や鳥が少なく，水遊びする には抵抗がある
雑誌や広告で現状を 時々教えてほしいです，中流域で子ど もたち が水遊びできる 場
所がある ことがこの広告で分かりました
今の太田川では広島のシン ボルの川ですのでよ い川に，いろいろの面で整備する

八幡川のよ うに，川の中のごみなど を 拾うイ ベン トを したりする と海もきれいになる
と思います
子ど もたち が安心して遊べる 太田川であってほしいです
災害・環境・水利用等の問いで記入したよ うな問題点を よ く検討して，自然豊かな水

ことはよ いのでは。改善を する ことはよ いことですよ

辺になる ことを 希望します

男 60代

もう少しきれいな川にしてほしい（人の泳げる 川に）

災害に強い川にしてほしい

2678 広島県広島市南区皆実町

女 40代

今の，このままでいいと思います

ますますよ くなっていくことを 望んでいます

2679 広島県広島市東区温品

女 50代

2680 広島県広島市東区牛田早稲田

男 40代

太田川の氾濫を 聞いたことがないということは治水への対策努力がなされている の
だと思う。「太田川ゴルフ場」ができた経緯は？洪水には大丈夫なのでしょうか？
親しみを 感じない

いつまでも自然豊かな姿を 保ってほしい
・渇水にならない・水害を 防ぐ ・親しみを 持って遊べる

上流はともかく，中・下流の河原は汚れている 。生息する 樹木や○○にはビ ニール ・水の流水を よ くする よ うヘドロ を 除く・河川敷は流域の住民の憩いの場とする ，ま
2681 広島県広島市安佐北区可部南

男 70歳以上

2682 広島県広島市中区十日市町

男 50代

2683 広島県広島市佐伯区藤の木

男 50代

など の汚物がいつもつかっている し，不法投棄も後を 絶たない。市民監視員のよ う

た，草刈の回数を 多くして景観を 良くする 。美しい景観―美しい水の流れ―美しい日

な制度を 作り美化に努める べき

本，そして楽しめる 太田川流域づくり

自然豊かで整備されている が，まだまだ美しい自然豊かな川になる と思うので，努力
してほしい

生き物に優しい川になってほしい

高潮堤防が未整備の区間については早急に整備を すべきでは
５４号線を 車で走っている と，八木のせせらぎ河川公園で子ど もが遊ぶ姿や源流の
豊かな水は広島の誇る べき川だと思います。反面，水害は河川が多いからこそ台

2684 広島県広島市安佐南区伴東

女 40代

2685 広島県東広島市黒瀬町

女 40代

余りよ く分からないけど 皆が自由に遊べてゴミのない川にしたい

2686 広島県呉市郷原野路の里

男 40代

生活を 支える 大切な水を 供給する 川だと感じている

2687 広島県広島市安佐南区川内

女 50代

アユが減りました。アユがのびのびすめる 川を 取り戻して

2688 広島県山県郡北広島町蔵迫

男 70歳以上

自然の恐ろしさが甘く受け止められている 。もっと危機意識を 持って対応すべきだ

河川敷（ゴルフ場，公園，駐車場）を 利用して安心して市民の楽しめる 場所にこれか

風，大雨等心配しています。安心して広島に住むことができる よ う，自然災害に万全 らも整備してください
の対策を よ ろしくお願いします

2689 広島県広島市安芸区船越

女 40代

2690 広島県呉市豊町大長

女 50代

2691 広島県三次市南畑敷町

女 50代

2692 広島県広島市西区井口鈴が台

男 70歳以上

2693 広島県広島市西区高須

女 30代

2694 広島県呉市安浦町

女 70歳以上

2695 広島県広島市安佐南区緑井

女 30代

2696 広島県広島市安佐北区可部

男 40代

2697 広島県広島市安佐北区可部

男 50代

2698 広島県広島市安佐北区可部

水が汚い。＊上流・中流地域で水と安心して遊べる 場所を 作ってほしい＊あらゆる と
ころに車止めが開放してほしい
同じ広島県で，しかも自分が利用している 水道が太田川の水らしいと聞いている が，
今ひとつなじみがない

きれいな川にしたい。ゴミを 捨てない
これからも暮らしを 支える 水を 供給してほしい。同時に災害時の対策についても十
分に整備してほしい
堤防を 高くして，問４でも書いたよ うにアユもすめる 川を 取り戻してください
太田川といえば広島県を 代表する 川なので，地域住民はもとよ りみんなで守ってい
こう
ゴミがなくきれいな川
川遊びのできる 場のある ，きれいな川，心を 豊かにする 川

自然災害が少ない地域ではある と思いますが，川が多い下流での対策がもう少しほ 水質がよ くなり，みんなの憩いの広場にど んど ん活用できる よ うになる ことを 期待し
しい

ます。アユ釣りがもっとできる と良い

百万都市を 流れる 川としては清流であり，広島市民はもっと自慢してよ いと思う。こ
れからも太田川のよ さ，大切さを ことある ごとにＰＲしていってほしい

現在以上にきれいな川，豊かな川，美しい川になる よ うに，沿川の緑や水源近くの
森林保全に力を 入れてほしい。川は一度汚染する と元に戻る のに大変な時と労力
を 必要とする と聞いている ので

大規模な台風や水害がある と，まだ対応し切れていない面が多々ある ので，その辺

川と市民が一緒になって環境を 整備して災害時に犠牲者の出ないよ うにしてほしい

の整備を していただきたいです

です

公共工事で堤防を これ以上作らないでほしい

下流域の都市開発を しないで！三角州は地盤が超弱いので工事費が巨額になる の
で

中流のほうではアユ釣りを 楽しんでいたり，家の近所の古川では川遊びを する 子達

このまま自然を 残してほしいが，川辺にへびなど がよ く出る ので，草刈など を まめに

を 見られてとてもよ いと思う

行なってほしい

川遊び，魚釣りなど できる ところが多くあり，親しみやすいと思います。また，水量も
豊かで生活に役立っています
道路と接している ところは随分危険な場所があります。道路からでなく，川原から見

今まで以上に自然災害に強い河川とする とともに，環境が保全されればと思います
絶対に災害が起こらないよ うに整備してほしい。私が子ど もだったころの清流にして

上げたら恐ろしいところを 車が走っている んだなあと思います

ほしい。それを 孫やその先の者たち に味わわせてやりたい

男 20代

汚い

水質の向上

2699 広島県広島市安佐北区大林町

女 30代

現在の太田川はきれいなので，今のきれいさを 維持してもらいたいです

太田川の花火大会を 復活してほしい

2700 広島県山県郡安芸太田町

男 60代

昨年度の台風で多くの宅地が冠水しました。河川改修の計画を 早めて実施する こと
を 要望（加計香草地区）

女 30代

ン グしたり，河川敷でスポーツ を 楽しんだりして，とても地域に密着している と思いま
す

2702 広島県広島市安佐北区三入

男 50代

2703 広島県広島市安佐北区

男 50代

2704 広島県広島市安佐北区可部

男 30代

る 特別な制度を 作ってもらう）して，周辺の森林整備を し，国土保全，水質の向上に
努める

私が住んでいる 地域では環境も整備され，地域の方々も堤防を 散歩したり，ジョ ギ
2701 広島県広島市安佐南区西原

①上流部の下水道整備を 完全に実施②森林税を 活用（太田川水系に多く投資でき

普段あまりにも水量が少ないと思います。また，あまり環境が良いとは思いません
日本でも有名な川（皆が名前を 知る ）にしてもらいたい

65/76

花火大会の復活とかバーベキューのできる よ うな施設を 作ってほしい（あち こち に）
できる ところはもっとわかる よ うにしてほしい
ど こでも皆が自由に遊べ，楽しまれる 川にしてほしい。一部の漁業組合員だけが楽し
んでいる よ うにしか思えません
大人から子ど もまで興味がわくよ うな川にしてもらいたい。釣り大会，歴史資料館（魚
の生態），花火大会（できれば車で駐車できる よ うな広いところで）

Ｎｏ ．

住所

2705 広島県広島市安佐北区亀山

性
別

年
齢

男 30代

問４

問５

自然災害が発生する と恐ろしいと感じています

もっと災害に強い川にしてもらい，子ど もたち が安心して遊べる 太田川づくりを 望み
ます

西区に住んでいて埋立地も近くにあり災害について不安に思うことはあります。普段
2706 広島県広島市西区草津本町

女 30代

は気にしていないことも広告など で身近な災害を 目にする と太田川も大丈夫だろうか 安全対策を 住民に知らせてもらい安心して生活できる よ うにしてもらいたいです

2707 広島県広島市西区南観音町

女 50代

太田川の周辺の環境・景観など がど こもきれいに整備されている

2708 広島県世羅郡世羅西町黒川

女 50代

2709 広島県広島市安佐南区八木

女 40代

2710 広島県広島市西区井口

女 30代

と不安になります

2711 広島県東広島市高屋町杵原
2712 広島県広島市西区庚午中

女 50代
女 50代

2713 広島県広島市安佐北区亀山

男 70歳以上

2714 広島県広島市西区高須台

男 40代

2715 広島県広島市中区舟入南

男 60代

2716 広島県安芸郡府中町城ヶ丘

2717 広島県広島市中区舟入本町

男 50代

男 60代

上・中流域の地盤固めを しっかりすべき。また，上流域の災害防止のため，スギ，ヒノ
キを 止め，ブ ナ，ナラ など に切り替える べき
とてもよ い環境だと思います。もっと水辺の賑わいの場としての整備を してほしい

多くの水生生物が生態系を 守られ，いつまでもきれいな水質が保たれる と良い
このまま自然と生かした整備を 望みます
河川敷でレジャーを 楽しみたいがその場合の手洗い場やトイ レなど の設備があれば
よ いとおもいます

私は現在太田川の水を 利用させてもらっています。遠くから来る 水を ありがたくいた よ りよ く水質を 保ってほしいです。災害が少しでも少なくなったらよ いと思います。沿
だいています。上流域のことを はじめて知りました

岸工事など で

私は幼少のころ，津浪で育ち 夏休みには太田川で泳いでいました。現在に比べて水 水の清さがまだある と思いますので，よ ろしくお願いします。太田川の水は美味しい
量が多かったと思います

ですから

発電によ る 取水，ダム湖への貯水に伴い，平常時には流量が少ない（太田川発電
所よ り上流部について）

子ど もたち に安全な遊び場の整備，水産資源の確保（アユ，ウナギ，川ガニなど ）

汚い水ではなく川床が，水はきれいでも床が汚くて魚釣り，貝掘りする 気になれな

以前のよ うに（３０〜４０年前）はだしで歩ける 川床，アサリや魚がたくさんとれる よ う

い。水はきれいになってきたと思う。ヘドロ の川床を ど うにかしてほしい

な太田川になってほしい。子ど もを つれて遊べる よ うにきれいな川床になってほしい

停泊ボートを １箇所にまとめる か，現在ばらばらな泊は見苦しい。また，釣りを する

生物がたくさん（多くの種類の魚）が上流に上ってくる よ うな清い水，きれいな川であ

人にとっては非常に迷惑である 。

る よ う，海からのたくさんの魚が登ってくる よ うな

広島の「川」といえば「太田川」です。太田川の源流である 冠山を 始め，たくさんの支 美しい川，そして人とのかかわりがもっともっと理解される よ うになってほしいと思いま
流からの恵みを これからも大切にしていきたいと思います
よ その県から来た人が，広島の川と河川敷は非常にきれいだと感心していた。しかし
私の住んでる 舟入ではヘドロ がある し昔取れた貝も取れない。まだまだ

す
（川の利用）旧観音橋が撤去されてからすでに１年以上。徒歩，自転車の住民は非
常に困っている 。川を 考える 時，都会の川は利便性も大事だと思う。いくらきれいで
も生活を 阻害しては本末転倒だと思う。早く橋を 架けてほしい

広島市内は太田川も整備されており美しい街づくりに積極的に取り組まれていてうら
2718 広島県東広島市西条町御薗宇

女 40代

やましいです。災害はいつ起きる か分からないので，対策を いつでもしていてほしい 川の周りを 余りいじらず手入れを しつつ，自然を 残してほしいと思います
と思います

2719 広島県安芸郡海田町南幸町

男 30代

2720 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南

女 50代

2721 広島県東広島市高屋町郷

男 70歳以上

2722 広島県広島市安佐北区三入南

男 40代

2723 広島県広島市安佐北区落合

男 40代

2724 広島県広島市安芸区矢野南

女 30代

2725 広島県広島市東区牛田東

女 50代

あまりよ くわからない

災害がないこと。魚がたくさんいて環境の良い，子ど もも安心して遊び場にできる こと

小手先の工作物はやめてほしい。己斐の水溜りとか水の汚れがついても汚い感じが
しないよ うに自然な感じになる よ うに

災害対策は必要だと思うが自然に手を 加える のはあまりすきではない

わが広島市民も太田川の大切さに気付いていない。新聞も読まない人もいる 。もっ
とイ ベン トを 通して集まる べきだ

・自然との共生・ヨシなど 生物の力で水を きれいに・人工物を 目立たなく

子ど もたち を 人工的に作られた川で遊ばせても面白くない。自然のままの川を 残しな
がら災害対策できる 方法を 考えてほしい

子ど もの減少，高齢化だが，人が出る ことはたくさんある 。コン ビ ニが増え，ゴミの
投げ捨てもある 。環境は大切にを モットーに仕事に追われず勉強に追われず川の
大切さを する 授業を する べきだ

場所によ っては昔と比べて整備されきれいになっている 場所が多くなったと思いま
す。これからの太田川に期待しています

上流域については良く分かりませんが，緑の多い，ゴミの少ない，きれいな川で多く
の魚が生息できる よ うな太田川である ことを 望みます。そしてこれからはもう少し関
心を 持っていきたいと思います

広島は太田川のお陰で水不足に悩むこともなく感謝している 。小さいころから太田川
2726 広島県広島市安佐南区緑井

女 30代

の近くに住んでいる ので川はこういうものだと思っていたら他県等に行って初めて太 もっと身近に，たとえば遊んだりする 場所になってほしい
田川のきれいさに気付かされた

2727 広島県広島市南区大州

女 50代

2728 広島県広島市安佐南区長楽寺

男 60代

広島は川が多いので，水が不足したことがありません。太田川の水がきれいであれ
ばいいと思います
①市内の川にプ レジャーボートがたくさん係留されていて大変見苦しいので撤去すべ
き②川の中にたくさん砂がたまっていて洪水の時に支障になる のではないか？
散歩のコースなど があり，よ く利用させてもらっています。このままもっと子ど もたち

なる だけ水を 汚さないよ う皆で気を つけていてほしい
・せっかく７本の川が市内を 流れている ので川に向いた心が穏やかになる よ うにして
ほしい・堤防に多くの桜の木を 植えてほしい・しかし川は安全である という前提があっ
てこそこれらが生かされる と思う

2729 広島県広島市安佐南区

女 20歳未満

2730 広島県広島市安佐南区東野

女 20代

2731 広島県庄原市高野町南

男 30代

2732 不明

女

2733 広島県広島市西区己斐中

女 50代

2734 広島県広島市西区井口

女 30代

2735 広島県広島市南区宇品御幸

女 40代

水道の水でも美味しいと思う。余り近くまでいったことがない

り注意する 運動を 起こして守ってほしい。水に親しむとかいう護岸工事は環境破壊な

2736 広島県広島市佐伯区海老園

男 50代

高潮時の内水対策が急務と考えています

更に美味しい水を 提供してくれる 川になってほしい

沿川の住民ではないので余り関心がもてない

太田川の花火大会を 再開してほしい

安全で水がきれいな川であり続ける よ うに

の遊び場など が増えれば満足です

きれいな水を このまま続け，誰もが使える 川であればいいと思います

①堤防を 今以上に高くする のは無理・無駄が大きい②河川を 利用しやすいよ うな施 ・緑も多く水量も豊富な太田川。・ビ ニールごみなど が散乱していない空間・利用者
設整備は新しいときはきれいだが，しばらくする と利用者も少なくまた草など も生えて のマナー（駐車も含め）が守られている 空間・河川の利用施設は全てを 国からあた
傷みがひど く汚い（作ればよ いというものではない）

えらる ことを 考えていてはダメと思う
広島の名水太田川よ ，永遠なれ！

水質が汚い。ゴミが流れている 。水辺は広いがそれだけ

水質を きれいにしていろいろな魚がいる 太田川にしてほしい。水辺を 整備して利用し
やすくしてほしい。トイ レがいる 。運動しやすいよ うに草刈り

外来種の魚や生き物が日本の魚や生き物を 絶滅に追いやる ことがないよ うに，かな
だけで失敗している のでやめてほしい

2737 広島県広島市安佐南区上安

女 30代

2738 広島県広島市西区己斐本町

女 30代

2739 広島県広島市安佐南区

女 20代

2740 不明

女 30代

親しみやすい川になっている と思います

2741 広島県廿日市市地御前

男 30代

子ど もたち が生き物に触れる ことのできる 場を 作ってほしい

2742 広島県広島市西区己斐本町

女 20代

河川敷で遊べる が，下流はきたない

2743 広島県広島市西区己斐大迫

女 30代

下流のゴミが気になる 。台風の後など 特に

2744 広島県広島市安佐南区緑井

女 40代

2745 広島県東広島市西条町下見

女 40代

2746 広島県広島市南区段原南

女 20代

2747 広島県広島市南区宇品海岸

男 60代

2748 広島県広島市南区翠

男 70歳以上

治水，利水，環境のバラ ン スされた川作りを 望む。①安全・安心の川づくり②安定的
な水の供給③人と自然との共生
いつまでもきれいで安心して利水や川遊びのできる 身近な川であってほしいです

「太田川でなければ」といったイ ベン トを つくってもらいたい
地域で草刈を したりして整備を していってほしい場所，草が目立つところもあったよ う
に思います。川の怖さも子ど もまたは大人にも教える べきと思う

一時に比較すれば水も随分ときれいになりましたけど ，５０年前のことを 知っている
ものにすれば自然豊かとはまだまだ遠い気がします

いろいろイ ベン トあり楽しみです。ただ楽しいことばかりではなく，川について急に水
かさが増える こと（最近急に大雨が降る ことがあり川での事故も多いし，急に深いと
ころがあったりと）お願いします。ＰＲも…

それでも水害対策ｅｔｃは努力していただいて安心して暮らせる よ うになりました。感謝
しています。加計辺りまで行くとはだしで水に入ってみよ うと思いますが，京橋辺りでそ
のよ うな気分になれる 日を 楽しみにしています

地球規模的に水不足が近い将来発生する ことが予知されています。この事柄を 十

上記のよ うなシステムを 構築する 。ついてはメディアを 含めた国民の意識作りが大

分に考察して太田川を 大切な資産と位置づけて河川そのものを 自然科学的環境整

切であり，太田川が将来すばらしい宝物になる ことを 発信しなくてはならない。そして

備，環境良生工場的に自然工学技術を 内包したシステムを 構築してもらいたい

国民・県民・市民がその債権を 購入し，夢と幸せを 得る よ うにしたいものです

川のある 風景が大好きです。他の都市にはない安らぎがある 街なので，このまま沿
2749 広島県広島市安佐北区深川

女 40代

川の緑を 増やしてほしいです。以前川の観光船に乗り，渡し場とか昔の船着施設に
ついて説明を 受け，知らないことに驚きました。もっとアピ ールできる といいなあと感

安全で憩いの場として太田川を 整備していってほしいです

じました。

2750 広島県呉市若葉町

男 20代

呉市在住で太田川のことは余り知らなかったが，ここ数年に起こった災害，事故を 考
える と更なる 取り組みが必要である と思う

かなり突発的で余り例を 見ないことかもしれないが「太田川について」それがダメなら
「広島の水について」ｅｔｃの題でポスター・作文コン クールを してはど うでしょうか。対
象者は県内在住の方にして関心を 持ってもらうことを 目的にして…
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問４

問５

この時期，子ど もたち は川で水遊びを 楽しんでます。一見きれいそうですが，やっぱ 「生活排水」を 見直すことが私たち に今すぐ できる きれいな川環境作りだと思いま
2751 広島県広島市安佐南区緑井

2752 広島県広島市安佐南区安東

女 30代

女 60代

2753 広島県佐伯区湯来町杉並台

女 20代

2754 広島県庄原市実留町

男 60代

2755 広島県竹原市高崎町

女 40代

り水質ｅｔｃ不安ではあります。行政も市民も意識してきれいな川作りを 進めていきた

す。たくさんの人たち に知らせる ための広報も重要ではないでしょうか

・ダムの貯水は年間を 通し大丈夫なのか？・台風に対して高潮に対して市街地は安

・桜など の植栽を 多くして！土師ダムはＯＫ。・芸術，スポーツ 振興に役立てて。基町

全？・もし地震がきたら堤防は？・景観は良い・水のスポーツ （カ ヌ ーなど ）提供

辺りは良い。ドーム近くも良い（コン サートを 楽しんだ）・山陰のほうまで趣のある 船

は？

でいけたらなあ！

護岸など も整備され災害など も防ぎ小鳥など もすみやすいよ う環境にも良い川だと
思います
広島で生まれ育ち 結婚で竹原に来ました。３０年前学習した太田川に比べ随分整地さ
れたと思います。太田川を 取り巻く環境にも・・・。竹原には地下水がありますが，太
田川の恵みも受けている ことは知っていました

2756 広島県広島市中区西川口町

2757 広島県広島市西区庚午北

女 50代

女 30代

す。日常使う洗剤を 合成洗剤からせっけんへ。これだけでも随分変わる と思いま

いです

自然に恵まれた水質の良い川がいつまでも続くよ うに

太田川は広島市民・県民にとって象徴的な川と思っています。生き物が安心して生息
できる 自然で命の源の川でありますよ うに希望いたします

水量が少ないよ うに思う。船の係留が多すぎる

水を 大切に使い，よ ごさない。ゴミのないきれいな川

広島の人間は当たり前と思っている けど ，実はすごく素敵な環境に生かされている

ひとりひとりが水に対してありがたみを 痛感する べき。ち ょっと違うかもしれないけ

のだと思い，そういう意識を ど うやったら広められる のか浸透できる のか考えたい。

ど ，水不足に対する 危機的認識が遅すぎる 。冬に雪が降らなかったのだから早くに

お水の販売など すごくいいアイ デア。昔出てたビ ール（太田川の水を 使った）はど う 警鐘を 鳴らすべき。水質であったり環境であったり，もっとゴミに対する 意識を 高め
て広島の太田川を 更にきれいに素敵な川の街にしたい

なったのだろう

私はうまれて結婚する まで太田川の山手橋のほとりで育ち ました。子ど ものころは太 お知らせには広島は災害が多いとありますが，全国的に見る と少ないところだと思い
田川で虫取りや花火大会，散歩など 悲しい時もあの川辺で癒されてきました。遊び場 ます。もしもの時に備えて日ごろよ り検討する のはとても大切で必要なことですのでこ
2758 広島県広島市東区矢賀新町

女 30代

も楠木町辺りの中洲も程よ く人が出入りできたりできなかったりで，今のままでいいと のよ うな市民からの意見を 書かせていただく機会を このチラ シのままでいいので私
思います。余り人が入りやすく整備される のも自然が壊れてだめになる し。災害はそ たち に下されば嬉しく思います。太田川は中洲が残り全国でも珍しくバードウォ ッチ
の時々で予測できないものだからです。庚午の海の辺りも逆に可部の山の辺りもそ

ン グもでき，スポーツ やレジャーの場も多く，水害時に備えて警報の設備も整ってお

れぞれの太田川の顔があり，こんな過ごしやすい川はないと思います

り，原爆の資料になる ものもたくさん残っていますので，現状のままでお願いします

水の都としてこれまで栄えてきた広島市。国内的にも国際的にも切っても切り離せな
い大切な川なので，まず第一印象で「美しい」と言わせる 川でありたいです。それには 空気の汚染が著しい昨今，せめて下（土地）部だけでも安心してすめる 環境でいてほ
2759 広島県山県郡北広島町中山

女 60代

支流からの整備とか守護とか，住民の心がけがとても大事に思われます。川を 守る

しいです。水によ って広島が繁栄していくことを 望みます。用途全般で安心して使え

とは心を 守る →国を 守る に通じる と思います。胸を 張って自慢できる 川にしたいで

る 水の供給を 第一に考えてほしいです

す。

環境はよ りよ く高いハードルできれいに。賑わいは良いがゴミの持ち 帰り徹底する 。
2760 広島県広島市西区己斐本町

男 70歳以上

大雨の時ゴミを ついでに流している のではないかと思うくらいいろいろのものが流れ
てくる 。ビ デオで映している 。撮影している

女 20代

ゴミの不法投棄が目立つのでもう少しきれいな川になる と良い

2762 広島県広島市中区鶴見町

男 50代

水が汚れすぎている

2763 広島県広島市安佐南区沼田町伴

男 30代

2764 広島県東広島市西条町御薗宇

男 60代
女 50代

門のところに住んでいる が雨量計・水量計も川にゴミを 捨てない啓発看板もある 。
年に１回くらい己斐小よ り児童が水門を 見学に来ている 。もっとＰＲして水門設置の
意義。ゴミも垂れ流しでなく水門の手前で集めて処理すれば川はきれい。

2761 広島県広島市東区戸坂出江

2765 広島県東広島市河内町

平素から路上のゴミを 清掃していないと大雨の時ゴミが集まる 必然。私は八幡川水

災害時的確な情報で安心してすごせる ことを 望みます
①船（ボート）の係留を 認めて規則,料金など を 定める べき②鯉のおよ ぐ 太田川に
③生活の場としても活用すべき

太田川の護岸など 段々整備している と感じています
Ｈ１６から毎年災害が起きている ので,災害が起こらないよ うな川にしてほしい

今後とも生活用水として重要な意味を 持つことから周辺地域の植林と手入れが大切
と思い,希望します
Ｈ１６，Ｈ１７，Ｈ１８と連続で台風の被害にあっている 。過去の災害を 教訓にして今後
災害を なくしてほしい

水質が悪化していないか心配です。昔と比べ生物が減っていないのでしょうか？他県 東京都江戸川区では江戸川に生息する 生物の載った小冊子を 安く（２００円位？）販
2766 広島県広島市安芸区船越

2767 広島県広島市安佐南区高取南

女 40代

男 60代

から来た人に広島は水がよ く風呂に入る とつる つる する といわれたことがよ くありま 売していました。太田川でもそのよ うな小冊子はある のでしょうか？あればぜひ購入
す。うれしいことですね

したいです

・川の中の樹木が余りにも多く，流水を 阻害し，洪水時のネックになっている ので

・年々規模が大きくなる 災害に対応すべく（例えば高潮災害など ）集中的に投資を 行

は・・・（洪水後の立ち 木の状況から判断し，流木ごみなど が余りにも多く存在してい うことで早期に完成させる （順次整備箇所の緊急性を 検討し，すみやかに改修を ）・
る ）景観上もよ ろしくない！・中流部では余りにも水量が少なく，河川としての機能を

過去のデータからは予想できない気象変化にも速やかな対応を ・住民の憩いの場と

果たしている のか疑問である

なる 環境整備を 強く望む

柳瀬に何年前に行きましたが,なんとゴミの多さに驚きました。可部大橋の下，川の中
2768 不明

女 60代

に生えている 木に大水の時流されたゴミが引っかかっています。見苦しいです。太田
川（可部）の近くに廃車場はありませんか。可部には団地が多くありますが，下水は

堤防の強化は（洪水・高潮・地震）お願いします

整備されていますか。
太田川は街中まで続いています。最近は健康や交通渋滞など を 考えて自転車で通
安佐北区ではアユ釣り川ガニがとれ，水はとてもきれいだと感じています。ただ，海に 勤できたらいいのにという話を 良く聞きますし，私自身もそう思います。私は田舎育
2769 広島県広島市安佐北区

女 30代

近いところはしじみの取れ具合がわる くなっている とお聞きしています。水を 大切に

ち ですので高校まで１時間の自転車通学を しました。街中まで続くサイ クリン グロ ー

きれいにしてほしいと思います。

ドは費用がかかっても利用したいと考えておられる 方は多いと思います。ぜひわたし
たち の税金を サイ クリン グロ ードに使っていただければと思います。

2770 広島県広島市安佐北区口田南

女 50代

2771 広島県広島市西区己斐上

女 60代

2772 広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台

男 50代

2773 広島県広島市佐伯区五日市町昭和台

女 20代

大雨など で水量が増した後の太田川の樹木にごみがぶら下がり,何日も放置で汚いと
思う。早く清掃してほしいし,日ごろからゴミ等互いに気を つけたいと思う

全国的に比べてみて水質もよ く,災害（堤防の決壊など ）に対してもかなり対応できて 市民が気軽に楽しめる よ う，いろいろな行事を してほしい。８月１０日にあった太田
いる と思います

川花火大会を 復活させてほしいと思います

せっかくきれいな川なのに，子ど もたち が遊べる よ うに整備されている ところは一部
だと思います。西区や安佐南区の川沿いを よ く車で走ります。もっと緑を 増やして車
道からの排気ガス,騒音など も減らしたほうがいいと思いました
立岩,樽床ダムの湖底に沈む汚泥はかなり汚染されている と思いますが,今後ど のよ
2774 広島県安芸郡府中町大通

男 40代

いっても良いと思えます。災害対策もされてきたことが伺える のは良いことだと思いま
す。太田川は大きな川なので人への影響もかなりある と感じています。私は太田川が
流れている 広島が大好きなので，まだまだ川がきれいと言い切れないのが少し寂しく
感じます
河川敷内の親水施設の利用がされていない。（例）新己斐橋（右岸）付近の池「水遊
2776 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東

男 60代

び場？」は長年通勤時にバスからよ く見える が，四季を 通じて利用されている 人を
見たことがほとんど ないが？

2777 広島県広島市中区十日市町

女 20歳未満

2778 広島県安芸郡熊野町柿迫

男 60代

全てが名水である ことを 知り，災害対策を しっかりとしていくことが大切だと思います
上流域では自然と親しめる 場の整備。中・下流域では良好な水質を 保ち いつまでも
光客に好印象となる でしょう

ます

女 20代

全ての川の周りが自然が多く,レジャーや子ど もの遊び場，憩いの場となり，広島の人

うな対策を される のでしょうか？特に断層地帯にある 立岩ダムは古く耐久が気になり 広島の水道水がおいしいことを 願います。デルタ地帯の水質がよ ければ広島は観

河の都市といっても過言ではない広島ですが，そのぶん，水害に悩まされてきたと
2775 広島県広島市南区似島町

上流域だけでなく,下流のほうでも自然豊かな太田川になればよ い

下流域,水が汚いと思う。土手の草や木がきれいに整備されている 分,水の汚さが目
立つ。河の近くまでいっても川の中がぜんぜん見えず,余り良くないと思う。
もっと水量を 増やせないか？

大きな川なので災害対策は随時たてていく必要がある と感じています。雨や台風など
の影響を 受ける ことが多々ある と思いますが，この太田川を 守っていけたらいいな
と思います。これからの子ど もたち のためにも美しい川だと胸を 張れる よ うな川に
なっていってもらいたいと思います

今重要な課題となっている 市民球場跡地利用に関して,太田川から見た立場から,広
島市の活性化に役立つ提案ができませんか
川の水がもう少しきれいになればいいと思う。そうすれば子ど もたち ももっと自然に
触れ合える と思う。オープ ン カ フェ など 土手でのイ ベン トはこれからも続けて,広島
を 河から盛り上げていってほしい
ダムに頼らない洪水対策を
最近の異常気象から,洪水・高潮の災害が頻繁に発生している 。規模・範囲・時間等

2779 広島県広島市東区牛田早稲田

男 50代

全国的には珍しい河口デルタ地域に６つの河川が広がる すばらしいところです。貴

の条件がわずかでも違っていたら，甚大な災害になっていたことが明確です。災害対

重な水辺を 利用した街づくりの取り組みを されている が，プ レジャーボートなど の不

策が十分である とは思いません。自然環境の面からはダムを 作らないことが望まし

法係留が気になります

いが,他の対策によ る 事が難しいことを 考慮すればダムによ る 方法もやむを えない
と思う。ただし,極力環境に配慮する

2780 広島県広島市東区中山上

男 50代

2781 広島県広島市佐伯区海老園

女 50代

2782 広島県広島市西区草津新町

男 30代

2783 広島県広島市佐伯区三宅

男 60代

自然と親しめる 場が少ない

河で泳いだり,水遊びができる よ うになれたらよ い

たくさんの人々と一緒に生活している のだから仕方ないのかもしれませんが,水の色

ゆったり静かに流れている ので大好きです。整備も行き届いている と思います。ただ,

がもう少しきれいになればいいのにと思っています

水の色がもう少し軽いよ うな色になればいいのにと感じています
避難所の整備

以前に比べ水質や環境が良くなってきている だけでなく,新しい利用（オープ ン カ フェ ,
水辺のコン サート，雁木タクシーなど ）で活気が出てきている と思う
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この河のお陰で生活できている ことを 忘れてはいけない。広域にわたり整備・管理は
大変だと思いますが,上流,中流,下流ごとに市民の憩いの場所として活用できる よ う整
備を お願いしたい
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2784 広島県山県郡北広島町荒神原

性
別

年
齢

女 50代

問４

問５

太田川がきれいである ためには上流に暮らす私たち がいかに意識して生活していく 広い太田川流域図を 見てびっくりしました。９８万人もの生活を 支えている 水の大切
か，常に頭においておくことが必要

さを もっとアピ ールする 必要あり
日本名水に選ばれたことを はじめて知り誇りに思うと同時に，今後恥じないよ うな接し

2785 広島県広島市安佐北区亀山南

女 60代

水利用によ って水量の少ない川は寂しい。以前よ り川はきれいになったと思う

2786 広島県広島市安佐南区山本

女 50代

企業や家庭からの汚水は現在，太田川を ど の程度汚染している か知りたい

2787 広島県山県郡北広島町荒神原

男 60代

下流に行くにつれだんだん水が汚くなっている よ うです

上流のきれいな水が下流まで流れればよ いが

2788 広島県山県郡安芸太田町寺領

女 20歳未満

ち ょっと川が汚れてきている と思う

もっときれいな川になる こと

方を してゆきたいと思う
上流の源流はど うなっている か。山を 整備している かど うか，広島市民のボラ ン
ティアで山を 整備する プ ロ ジェ クトを やってほしい

○あまり必要のない工事を しないでほしい。○上流の森林の手入れを して大雨の時
2789 広島県広島市西区南観音

女 40代

○上流のシジミや魚は食べても心配ないが,下流のものは健康的に大丈夫か不安で 下流に流れてこないよ うにする 。○大雨のときなど ,放送で注意を 促している よ うで
す。○川は危険なので近づく機会が少なく,余り身近に感じられない。

すが，何を 言っている のか聞き取れない。スピ ーカ ーの設置場所がすくないのでは
ないでしょうか

2790 広島県山県郡安芸太田町
2791 広島県東広島市高屋町造賀

女 20歳未満
男 30代

前よ りゴミが多くなり,川が汚れていったと思う。天然の鮎も少なくなり,川を きれいにす ゴミがなくなり，たくさんの生き物が住むよ うになる ，美しい川にしていきたい。今も未
る よ うにしなければならないと思う。

来も美しい川を 保っていきたいと思う
益々異常気象が発生する と思われる ので,災害に強い太田川・街づくりを すすめてほ

平常時の流量が少ないが，自然豊かな川

しい

昔旧市内に住んでいて太田川を 眺める のが大好きでした。今でも川沿いのマン ショ
2792 広島県安芸郡海田町蟹原

女 30代

にもしっかり対策を お願いします。

いの風景が大好きです。
2793 広島県庄原市

男 60代

2794 広島県広島市安佐南区川内

男 50代

2795 広島県安芸郡海田町南幸町

男 50代

2796 広島県広島市安佐北区安佐町久地

男 60代

政令指定都市にふさわしい都会的で自然も豊かな他県の方や外国の方からも美しい

ン にあこがれます。個人的に太田川の花火大会のあった辺りや舟入,千田町の川沿 と思われる よ うな河であってほしいです。同時にデルタ地帯は土地が低いので水害

子供達・大人達がもっともっと自然に親しめる よ うにさらに努力を 惜しまないよ うお
願いします
まだまだ良好な水質にする

例えばカ ヌ ーもできたり釣りも安全にできる よ うな配慮もお願いしたい
川で泳げる よ うに整備する 。オープ ン カ フェ を 多く作る

都市部での環境整備が進んでいる 。ジョ ギン グや散策でたくさんの人々に利用され
ている

現在の環境及び整備水準を 保てばいいのではないか
沿川の立木を 切ってほしい

中流域のそばに住んでいる 私は温井ダムのできる 以前の川が良かった。水量も十
2797 広島県広島市安佐北区安佐町毛木

男 60代

分で好きなアユ釣りができたし、シーズン には太ったアユを 家族で食べる ことも何度

災害対策も早急に進めていただきたいのはもち ろんですが、それに伴い、中流域に

かできた。アユの味が悪くなった今では太田川のアユの評判が良くないことも太田川

みんなが集える 場所の整備を お願いしたい。そしてうまいアユが食べたい

のイ メージダウン になっている と思う
2798 広島県広島市佐伯区五日市町口和田

女 40代

広島を 支える 水として使用されている ことなど あまり知る こともなかったです
遠方の人にもわかりやすいリバーマップ みたいなものがあれば嬉しい。水遊び・散

2799 広島県呉市広白石

女 30代

呉市の水道水に利用されている ことなど は知っていますが、なんとなく遠い存在で
す。もっと知りたいし、利用もしたいけれど 遠方のためか情報もあまりなく残念です

歩・カ フェ 、その場所の利用方法（駐車場やマナー・景観・自然・歴史の説明・生息
する 生き物・魚など の説明）がある とマップ も分かりやすくなる のでは？とにかく情報
がなく遠い存在です。親しみが持てれば環境についても関心が持てる よ うになる 気
がします

2800 広島県広島市中区東白島町

女 30代

美しい川

もっと美しく利用して行きたい

高瀬堰の近くに住んでいますが、大雨が降る と不安です。土手を 越えて水が来る と
2801 広島県広島市安佐南区川内

女 50代

完全に水没する でしょう。絶対大丈夫ってことはないですよ ね。対策は考えてある の
でしょうか？

地球温暖化の影響で最近の天気は昔と違ってきています。今の現状にあった太田川
の整備とかしていくべきだと思います

2802 広島県山県郡安芸太田町

女 20歳未満

川遊びや釣りなど に最適なところだと思う

2803 広島県広島市南区日宇那町

男 60代

小型船を 撤去する

みんなが安全に利用できる よ うな川、自然を 大切にする 川
小型船の係留を しない

2804 広島県広島市中区羽衣町

男 40代

河川敷でもっと親しみやすい環境を 望みます

ラ ン ニン グコース等を 増やしていただきたい

2805 広島県広島市安佐北区落合南

女 40代

昭和４０年頃、太田川の近くの友達の家がいつも床上浸水していました。それに比べ
て今頃は安心して生活できます。ただ台風が来ないからとたかを くくっている のは心
配です
2806 広島県広島市南区仁保新町

女 30代

2807 広島県広島市中区本川町

男 40代

2808 広島県山県郡安芸太田町土居

女 20歳未満

2809 広島県広島市安佐南区川内

女 30代

2810 広島県広島市安佐南区相田

男 70歳以上

川土手が高くなり安全になった代わりに川への気配り（油を 流さない、ゴミを 捨てな
い）がなくなってきています。子供たち が安全にばしゃばしゃ遊べる よ うな川にして

全国的な知名度が低い。イ ベン ト等でＰＲしてみてはど うでしょうか

住民が気軽に立ち 寄れる 場の充実

夏など に川遊びができて泳ぐ のに深さがち ょうど 良い。魚や鯉もいて自然が保たれ

子ど もでもお年寄りでも安心して川に近づける よ うな所。もっともっと緑が増えてほし

ている と思う

い

過去の太田川を 知らないのでなんともいえませんが、比較的に整備はされている と
思います（他県と比べて）。魚や植物も子ど もと共に楽しんでいます
全般的には良く管理されている と思います

欲を 言えば、魚や植物も戻りつつある 上で今は夏休みなのでもっと子供たち が楽し
める よ うな昔の川の楽しみを 、もっと今のゲーム世代の子供たち を ひきつける よ う
なよ り高度な環境づくりを 市民と共に行っていけたらなと願います
良好な環境と防災対策を 推進してください
市内のいたる ところで太田川と出会える ので小さな子ど もを 持つ親としては、水遊び

2811 広島県広島市安佐南区中筋

女 30代

市民として太田川に大変親しみが持てる よ う整備されている と思う。しかし、水質がい や水の生き物を 観察できる 場が多くある と嬉しい。ただ水辺で水と親しめる 場があっ
いといわれている があまりきれいではないよ うに感じる

ても大きな石がごろごろある 場が多い。安全場所と危険場所の調査を していただいて
メリハリを つけた整備を してほしい。水の事故は一番悲しい

下流や海にゴミ等が流れ込まないよ うに、大水害にならないよ うに、一度に海に流
2812 広島県広島市安佐北区三入

女 60代

れないよ うに中流域にも貯水池を 作る など 海水のきれいな瀬戸内海に戻ったらよ

太田川がよ り清らかな水が流れる 生命の源となればよ い

い
2813 広島県広島市西区

男 40代

2814 広島県府中市土生町

男 40代

2815 広島県呉市三和町

女 50代

2816 広島県安芸高田市向原町長田

男 30代

2817 広島県広島市安佐北区真亀

女 30代

上流・中流はもち ろんのこと、下流も比較的美しくうらやましいです（県東部の芦田川
は下流域があまり美しいとは思いません）
良くゴルフの練習を している のが話題になりましたが、これを する とボールが当たる
と危険なので子ど もや家族連れで遊べません。ゴルフの練習は中止すべきです
私としては太田川放水路の水を きれいにしてほしいです
遠めで見る にはきれいだが近くで見る とゴミが目立ち 汚い印象を 受けます。最近で
は河川敷や水辺の整備もされとてもいいことだと思います
朝の散策に良く歩いていますが、川面に何一つ見えない川と京橋川にはいたる とこ

2818 広島県広島市南区皆実町

男 70歳以上

ろに船が浮かんでとても見苦しい光景があり悲しくなります。一掃してほしいもので
す。山間地の上流については良く分かりませんが、市内を 流れる 太田川はとても良
いと思います

2819 広島県安芸郡熊野町平谷

女 30代

緑が少ないよ うに思います

災害の少ない川というのが一番大切だと思います

川辺には小魚がいて自然と共にある 姿を 望みます
特にないのですが、今後もしっかり対策を してほしいと思います
地球環境保護のためにも自然は大事にしていってほしいと思います。台風・洪水他
自然災害も年々ひど いものになっている ので対応できる 川作りにしていっていただき
たいです
ゴミや船等何も見えないきれいな川である よ う。川岸に散策道が完成していますが、
ち ょっとした休む場を 。子供たち が川に入って自由に貝掘りしたり泳いだりできれ
ば・・
もっと緑がたくさんある よ うな川作りを していっていただきたいです

私が小学生の頃は夏といえば市内の川で泳ぎ遊ぶのが一般的でした。川には小魚や 災害防止のため周辺の整備も必要ですが、川を きれいにし魚介類が生息でき自然
2820 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東

男 60代

蜆貝もいてきれいで豊かでした。今は護岸整備されましたが、自然及び身近さから離 豊かで身近に感じる 川にしたい。そのためには川を 汚さない・ゴミを 捨てない等マ
ナーアップ と市政の厳しい対応も必要と思います

れた感じがします
2821 広島県広島市安佐南区川内

女 40代

2822 広島県広島市東区牛田本町

男 50代

2823 広島県廿日市市物見西

男 70歳以上

広島市＝太田川です。いつもど こへ行っても身近にある 川なので大切にしていきた
い
全般的には整備されてきている が、大雨の後のゴミ・プ レジャーボートの不法係留等
の対応を 早急にお願いしたい
生家は１９１号沿いにあったが今は墓だけある 。子ど ものときは大水害に再三会っ

昔のよ うに川で泳いだり貝堀を したり、いつもきれいな状態で保たれてほしい
市民が憩いの場として利用できる よ う更なる 環境整備を お願いしたい

友人に誘われて鮎釣りにたまに行く。コケが悪いと嘆いています。温井ダムが流しだ

ている 。その都度全て家だけ残り流された。明治の父はダムは、逆らうことはだめだっ してまた悪いのではないかと。生活排水の原因とも考える 。魚が自然に上る 川は夢な
たよ うだ。今考える と中電のために協力していたのだ。残念なのは、管理が自分勝手 のか。なぜ太田川はダムの多いことか。愚痴る しかない

2824 広島県東広島市八本松町正力

近隣住民でなくても利用しやすくなる よ うに駐車場が分かりやすいところに無料であ

女 30代

る と良いと思います
太田川放水路がある からと広島市都市部の災害防止にのみ力点を おくのではなく、

2825 広島県広島市安佐北区口田南

男 30代

上流から河口までの全体的視野からの整備が大切だと思う。それと個人のボートな
ど 不法係留やゴミの多さなど 、水を 大切にする 心を 小学校など でも教育する ことも
大切かと考えます

川の底を 整備して、太田川プ ールとも言える 川の中のプ ール的な施設を 作り、流れ
の中でも水泳の考えはど うでしょうか・・？また川魚とかエビ など を 取る 遊びができる
と楽しいと思います。川が生活に必要なことを 自覚しています

2826 広島県広島市中区東白島町

男 20代

広島の中心を 流れる 川で生活に密着している

広島のシン ボルとしていつまでも美しくあってほしい

2827 広島県東広島市河内町

男 70歳以上

今後沿川の山林を 水源の重要施設として行政的に取り組む必要を 痛切に感じます

河川を 美しくする 運動を もっと強く住民意識の中に浸透させる ことが急務と考えます
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2828 広島県佐伯区杉並台

性
別

年
齢

女 40代

2829 広島県広島市佐伯区五月が丘

女 50代

2830 広島県呉市西畑町

男 70歳以上

問４

問５
今以上に自然が豊かになっていくといいと思う。昔みたいに川の生物がたくさんすむ

川幅が広くて水遊びができていいと思う

川がいいと思う。子供が安心して川の中に入って遊べる よ うに・・

下流域辺りしか知らなかったが、上・中流域もきれいなところが多く、ゆっくりと楽しみ
に行きたいと思います。シジミが採れる ところもある と聞きびっくりしました
清流とは思わない。川を 塵すてばと思っている 。モラ ルのなさ。蛇口を ひねれば水は
無限に出る と思っている ばか者。渇水になって天誅を くらい川の重要さを 示せばい
いと思う

2831 広島県広島市安芸区中野

男 70歳以上

2832 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 50代

2833 広島県広島市西区観音本町

女 30代

2834 広島県広島市西区己斐上

女 50代

2835 広島県広島市安佐南区東原

男 70歳以上

2836 広島県広島市安佐南区毘沙門台

女 30代

2837 広島県呉市仁方錦町

女 50代

2838 広島県東広島市三永

女 30代

ゴミの不法投棄がなくなる よ うに望みます

幼児のときから水がなければ人間は生きていけない教育、川の重要さを 教える 。下
水道の普及。節水のキャン ペーン
いつまでも心に残る 川であってほしい。私の少年期は稲荷橋で泳いでいた。その頃

素晴らしい資源だと思います

は電車の鉄橋でしたが

温井ダムができてから水量が少なくなって川が汚くなった。夏に川で水遊びができる と
ころも少なくなったと思う
上流のほうはきれいだと思うのですが、海に近くなる とまだまだだと思う

災害のない、アユの泳ぐ きれいな川にしてほしい

今以上にきれいな川であってほしい

安佐大橋から安芸大橋までの間の右岸道路に歩道を 作ってほしい。この間だけ歩道
がないため、歩いていて危ないことが良くある
日曜日でないと車で入れないところが多くて残念

もっと遊べる 場所を 増やしてほしいです

川の水の少ない区間にど うにかして増やせないかと思います。また、美しくなった水

定期的に点検を していただき、断水のない様になる ことを 望みます。水の大切さは断

質を このまま維持できる よ うにしたい

水で実感しています。大切な資源を 大切に使います

きれいな水・・・という写真が多くあり県民の一人としては嬉しいが、やはりところど こ
ろにはゴミが散乱していたり・・・というところも現実にある と思う。そういう現実も訴え
ていかないと一人ひとりの川を きれいにしよ うという気持ち は続かないと思う

昨年８月送水停止になったときがあり、不便ではあったが川を 大切に思う気持ち を
再確認できたと思う。川沿いを ウォ ーキン グできる よ うなコースがほしい

私は現在東区戸坂に住んでおり、安芸大橋にも比較的近く子ど もは太田川沿いを
2839 広島県広島市東区戸坂大上

女 30代

通って高校に通学していますので、太田川は身近な川です。また、子ど もが小さいこ 広島のシン ボルの一級河川の川として保っていくことを 望みます。人間にとって自然
ろは太田川上流でよ く川遊びを させました。子ど も〜老人まで親しめる 場として水質

そして水はなくてはならないものとして密接に関わってほしいものです

も保っていってほしいと思います
2840 広島県呉市広町田

男 40代

2841 広島県広島市西区天満町

女 30代

2842 広島県広島市安佐北区亀山

男 50代

2843 広島県広島市安佐南区八木

女 20代

2844 広島県山県郡北広島町有間

女 50代

2845 広島県東広島市志和町志和東

男 60代

2846 広島県安芸郡府中町宮の町

男 60代

比較的きれいなお水という知識は持っていましたが、ペットボトルで売られていたの

きれいな太田川であってほしい。安心して飲める お水であってほしい。ずっとペットボ

は知りませんでした。ゴミのないきれいな川であってほしいです

トルで売られる くらいに！

山、川、海の三位一体な対策が必要

環境を 益々良くし、後世に恥ずかしくない自然を 残したい

広島を 代表する 川で市民には親しみがある が、観光客に対してアピ ールできていな
いと思います
災害対策が必要です

さらに高い水質でありながら、観光スポットとして整備されたら良いと思います
これ以上ダムを 作らずに自然を 残してほしい

大雨に対しての備えは大切ですが、これで十分というわけには予算の関係でできま
せん。現在の状態で良いと思います
市内の中心部の川の整備は色々な面に行き届いている と思います

清流の太田川になってほしい。下水道の整備が一番だと思います
自然を 破壊しないよ うにし、災害には強い川にしてほしい。昔は川で泳いでいた想い
出があります。河口のほうでも泳げる よ うなきれいな川にしてほしい

オープ ン カ フェ 、水辺のコン サートは非常に良い取り組みだと思います。子ど もを
2847 広島県広島市安芸区中野

女 30代

持つ親として川で虫や魚、その他の生物と触れ合うことのできる 場が増える ことを 強く

2848 広島県広島市安佐南区八木

男 70歳以上

現在の太田川は川か森林か分からない

望みます
堤防が全くない箇所がある 約２キロ 。場所は安佐南区八木町右岸

普段は水が少なく汚い姫瀬地区は全然護岸工事がしてないので、大雨時は浸水しい

2849 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 60代

2850 広島県広島市安佐北区

男 70歳以上

2851 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 70歳以上

水量が少なく大変汚い

2852 広島県広島市安佐北区可部町勝木

女 70歳以上

水が少なく汚く洪水等のときは堤防がないので大変心配している

水量を 増やし、子供たち が泳げる きれいな川に戻してほしい

2853 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 60代

昔のゴリ・テン キラ ・ドジョ ウ・川エビ など の住むきれいな川に戻してほしい

手付かずの姫瀬地区。早く護岸工事を してあげてほしい

2854 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 50代

ダムに水を ためる ため水量が少なく汚い。自然の姿に戻せ

2855 広島県広島市安佐北区

男 60代

ダムが四つもあり、台風時には牙を むき川に近い姫瀬は気の毒だ

2856 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 50代

2857 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 70歳以上

大変汚く魚類が減った

2858 広島県広島市安佐北区

男 70歳以上

ダムを なくし昔の自然の姿に戻すこと

2859 広島県広島市安佐北区可部町勝木

女 60代

2860 広島県広島市安佐北区可部町勝木

女 70歳以上

つもなかされている 。特に温井ダムができて大浸水となり心痛している

かつての太田川のよ うに水量も多く、魚の種類も多く、子供たち が元気で魚とりを し
て遊べる 川に戻してほしい
きれいな川に戻し、大雨時でも心配のない護岸工事を してほしい

普段は水が少なく、昔のたくさんの生物が減り大変汚い。堤防がなく大雨のときはい
つもいつも心配でたまりません

女 70歳以上

2863 広島県広島市安佐北区可部町勝木

女 70歳以上

2864 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 70歳以上

2865 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 70歳以上

大雨時でも浸水の心配のない護岸工事を してほしい

い。天災とする なら護岸工事を 早くしてほしい

る たびにそれを 感じる 。左右川幅の狭いところ、車の離合も大変狭い道路を もう少し

水量が少なく、汚れた水が流れる ため岩・石にヘドロ が付き歩けばすべり水がにご

2862 広島県広島市安佐北区

防工事を 早くしてください
早く護岸工事を してあげてください

ダムが多くあり、大雨時ダムの放水を しても天災とし、人災としないのは納得できな

広ければと思う

男 50代

ダムの放水には責任を 持たないため、姫瀬の三軒は大雨のとき浸水する 。姫瀬に堤

大洪水の対策を 考え、堤防を 早く作る こと

蛇行する 箇所、川上からの水で土が盛り上げられ水面が浅くなっている 。バスで見

2861 広島県広島市安佐北区可部町勝木

大雨が降っても安心できる 堤防を 早く整備してほしい

太田川の風景は素晴らしい。護岸の美があればと思う。広島では太田川が一番好き
な川です

私のところは太田川中流域になる が、他から来られた人は景色はいいし、空気がき

る 。決してきれいな川とは言えない。大洪水のときは、川周辺の道路は水につかり避 れいでほっとする といわれる 。市民の憩いとなる 場所として期待する 。今まで度々の
難する のに危険が大である 。雨の少ない年は川辺にアサオが生え悪臭がする

大洪水を 経験している が、災害が起きないよ う対策を 早くしてほしい

現在は水が昔よ り汚い。６０年前は川の水を 飲んでいた。川で泳いだりしていたが、

今は家庭排水やダムの水が流れる し、トイ レの水洗水が流れる ので昔のよ うなきれ

今は水も少ないし泳がれない。昔のよ うなきれいな水にしたい

いな水は流れない。水も少ないし、水を 多く流す必要がある

多くの生物が生息できる 川にしたい。堤防が整備されてないところが多いと思われる 太田川の水を もう少し多く流していただきたい。汚れが目立つ。中流辺りで川辺が大
ので早急にお願いします

変汚れている ところが多い。昨年の大水のときのゴミ等が多い

川の近くに水田があり、毎年のよ うに水に浸っています。その度に砂、流木等を 出さ
なくてはいけません。１０年前から色々案が出ていたよ うに記憶していますが、進展し
ていません。市が財政難でありますが、対策案を 出してもらうとありがたいです
2866 広島県広島市安佐北区可部町勝木

男 70歳以上

毎年水害にあってます

2867 広島県呉市音戸町波多見

女 40代

昔に比べたら整備されている と思う。名水に選ばれている のを 初めて知りました

太田川の水が以前よ り少なくなっています。山・川が美しい広島がもっときれいにな
る ために沿川の草・木など の整備を し、見た目を 美しくしていただきたい
水害のない太田川になってほしい
下流地区のみではなく、中流・上流でも安全かつ水質等に用心してほしいです。呉・
江田島の水道管を チェ ックしてください

小学校時代長寿園の近くに住み、夏は水泳を して遊んでいた。昔に返すのは難しい
2868 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東

男 60代

が、広島城・縮景園は水でつながっていたことを 目で見てわかる よ うに出来ないもの 市民球場跡地利用する とき太田川の水を 引いてほしい
だろうか
上流域では水質のきれいな場所が多々あっていいと思いますが、下流域ではゴミや

2869 広島県広島市安佐北区上深川町

女 30代

2870 広島県広島市中区吉島新町

女 60代

せせらぎ公園のよ うなところが下流にも多数あればよ い

2871 広島県広島市中区江波二本松

男 30代

子供たち が無料で遊べる 施設があればいい

2872 広島県広島市安佐南区上安

男 40代

特に日頃見ている 川なのですが、感じている ことはありません

汚れが目立つこともあり、ち ょっと残念です

もっと水質アップ を される となお良いと思います。平和公園周辺からのリバークルー
ズのよ うな川から川へつながる 交通がもっと増える と、便利になる し楽しいと思いま
す

広島県・広島市を 代表する 川ですから、アン ケートにもありますよ うに自然と親しめ
る 場を 整備したり、道の駅に対抗して川の駅なる 、寄り道を してみよ うかなといった施
設があったらいいかなと思います
山地部に自然と共生できる 場が不足。都市部の高水敷が有効に活用されていない。

2873 広島県広島市安佐南区

男 50代

2874 広島県広島市安佐北区亀山南

男 30代

川沿いを 良く歩きますが、もう少しきれいになれば良いと思います

2875 広島県広島市安佐北区可部

女 30代

昔と比べて通常水量が少なく、ゴミを 多く見かける よ うに思います

2876 広島県安芸郡熊野町

男 60代

公園のよ うな整備を 。洪水時の情報を 分かりやすく

名水百選がある 河川としてのイ メージがうすい

69/76

カ フェ テラ スの拡充に期待。国や県によ る 河川管理のみでなく、住民管理のため、
計画作りから実践まで参画方式を 拡大。昔からの古い堤防の再点検を 望む。水防
は、地域住民の責務を 徹底
人々の交流の場になれば良いと思います
自然はそのままの状態で残していきたいと思いますが、それは難しいと思います。ど
ち らかというと楽しむ場所というよ り、安全面での強化を 行っていってほしいです
公的な使用場所とレジャー的なところとは別々にして

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

2877 広島県広島市安佐北区可部町今井田

男 70歳以上

2878 広島県広島市佐伯区五日市駅前

男 30代

2879 広島県広島市南区宇品御幸
2880 広島県広島市安佐北区安佐町後山

男 40代
男 60代

問４

問５

高瀬堰だけ残し発電用ダム・調整用ダムは廃止する 。非効率な水力発電は原子力発 私たち の子供の頃の川を 返してほしい。生態系が破壊されて自然回帰への努力は金
電で十分まかなえる 将来的にはそれが最も良い方向ではなかろうか
川の近くに色々な施設があり充実している と思う

儲けにつながらないので誰も知らん顔を している 。電力会社と国が責任を 取る こと
川本来の自然な状態が続けばいいと思う。施設を 増やしすぎては川本来の姿がなく
なってしまう

下流ほど 汚くなっている 。生活排水を 抑える べきだ。そのためには市民一人ひとりが 広島に相応しい「川まつり」など 、もっと市民に知ってもらうイ ベン トがあればいいと
川のことを 知る 必要がある と思います

思います

流水が少ないため、川底が汚い。良質のコケが生えないため、アユの成育が悪くドブ 改修工事等のときコン クリートを 流さない。家庭汚水を 流さない。粗大ゴミ・家庭ごみ
くさいため丸かぶりできない

の捨て場になっている

東広島市在住なのであまり足を 運ぶ機会がなく良く分かりませんが、水質については
2881 広島県東広島市八本松飯田

女 30代

きち んと管理されている のか気になります。海へ流れ出る わけですから、自然界に

太田川のいいところを アピ ールしてほしい。水の大切さや自然の大切さを 積極的に

きち んと返せる 水質である 必要があります。１５年位前、祇園にいた頃には身近で

伝えてほしい

よ く川原へ出かけていましたよ
2882 広島県広島市安佐北区可部町今井田

男 60代

2883 広島県広島市安佐北区可部町勝木

女 30代

2884 広島県福山市加茂町下加茂

女 50代

洪水対策として堤防の整備を お願いしたい

災害に強い太田川にしてほしい

台風や大雨が降る たびに近くの地域が土砂災害にあっています。そういったことがな
くなる よ うな川を 望むと共に、場所によ り危険なところがまだまだある と感じています
しじみの稚貝を 放流する など 市民が川に親しめる 、もっともっときれいになってほし
い
この前スーパー（フレスタ）など で太田川の水質はとてもよ く、蜆も美味しいという評

2885 広島県広島市西区己斐本町

女 30代

判を 聞き驚きましたが、早速蜆を 買って食べてみました。水はまだ買ったことがないで
すが、今度見つけたら買ってみよ うと思います。また、水質のほか太田川沿いを 子
ど もと良く散歩します。とても良いスペースなので気に入っています

2886 広島県広島市西区南観音

女 20歳未満

きれいに整備されている ところも多く癒されています

2887 広島県広島市安芸区矢野南

男 20歳未満

上流はきれいだと思うけれど 、下流はゴミがあったりして汚いと感じる ことがあった

2888 広島県呉市警固屋

女 30代

あまりきれいではないなぁと思う。ただ、上流は意外にきれいだったんだと分かった

2889 広島県東広島市西条中央

男 30代

以前太田川沿いに住んでいたが、下流域では河川敷が整備され楽しめる 場所であっ
た。今後も整備を 進めていただき、自然やスポーツ を 楽しめる 場所としていただきた
い

魚がすみ、子供たち が水遊びできる きれいな川であってほしいです

水遊びのできる 川。船遊びのできる 川。みんなが水を 大切に、汚さないよ う・・

川沿いに住んでいる 人たち が安心して暮らせる よ う、洪水など が起きないよ うしっか
り災害対策を していただきたいです。また、たくさんの魚や鳥が集まる よ うな憩いの川
となる ことを 望んでいます
今のきれいな川を 維持してもらいたいです
ど んな人が見ても太田川が「きれい」とつぶやける よ うな川にこれからもしていって、
広島の誇れる 川となってほしい
子供たち が安全に遊ぶことができる よ うな川であってほしい

場所によ っては堤防が低く、大雨や台風の時には危険と思われる 場所もある よ うな
ので、堤防の整備を 進めていただきたい
子ど もに、一本のトチ・ブ ナの木から水がど のくらい流れる のか学んでほしい。水源

水源林広葉樹を 植林する ことによ り災害を 防ぐ 。針葉樹は植林しないこと。上流域
2890 広島県廿日市市吉和

男 60代

林を 育てる こと、林道を 整備して素晴らしい細見谷・十方山を 子ど もや老人にも見

では下水道整備が進んでいる が、下流域の人も下水道を 進めて良好な水質を 保つ 学してもらって、水は蛇口を ひねれば出る のでなく、水源はど こから出て海に流れて
いる のか。上流の人は山林を 守り、下水道の整備を している ので県民がみんなで広

ことが進んでいない

葉樹を 植林してほしい
河川敷の保全と災害対策のため、鍵の徹底した管理を 願う（太田川橋東、根谷川、
西側など ）駐車場入り口ゲート鍵、駐車場よ り外へ出る ゲート鍵、エリポート入り口
2891 広島県広島市安佐北区

男 60代

ゲート鍵を 各要人にコピ ーできない鍵に。河川敷駐車が整備されていない箇所は、 多くの生物が生息でき、川で泳ぎ水遊びでき、周辺に住む住民また全市民が安全に
他の鍵と共通でないものに。現在はど れも共通のため多数コピ ーされ河川敷に入り 川と共に共生できる 災害に強い太田川になってほしい
駐車している 。増水時、この車によ り災害を 招く、補修工事が良くされる 。緊急ヘリ
着地時関係のない駐車があり時間を とる
流域の宅地開発が著増している 。雨水は一時に出る 。河川は十分に排水能力があ

2892 広島県広島市中区鶴見町

男 70歳以上

る のでしょうか？大潮時の高潮と洪水が重なっても市内の堤防は大丈夫なのでしょう
か？

2893 広島県広島市安佐南区伴東

男 60代

男 70歳以上

川に色々なごみを 捨てないよ うにする こと

今のゴルフ場でのゴルフを 禁止し、太田川広場として一般に開放し、スポーツ の場と
して野球・サッカ ー・グラ ン ドゴルフ等々ができればと思う
平和公園の川の宮島航路遊覧の船便所はウン コ垂れ流し、そのあと寒中水泳。船

2894 広島県広島市西区庚午南

きれいな水の流れる 川にしてほしい。発電で水の流れのほとんど ない地域もある 。

市内の道路はゴミ捨て禁止。みんなできれいにしている 。協力している 。また川の横

底のペン キも悪質なもの。川の微生物も死んでしまう。排気ガスと同じ。川にゴミを 平 には災害に備えて車等の駐車しないよ う努力している 。川も新しくできる 南道路から
気で捨てる 。知っている 人は広島の川のシジミは食べない。中国の料理と同じか、屋 川上は駐船しない、また平和公園等には宮島航路遊覧船２隻は通らない。南道路ま
でにしてほしい。川も道路と同じくきれいに平和にしてほしい

台式か

確かにきれいだとは思うけれど 、少し危ないかなと思っています。でも下流域はにぎ 家族みんなで安心して水に入って川遊びとかができる よ うになってほしい。みんなに

2895 広島県東広島市高屋高美が丘

女 20歳未満

2896 広島県広島市西区東観音町

男 70歳以上

太田川流域の建築物等の撤去を 実施し、天満川東河岸以東のよ うに整備してほしい 発想ですが、他の河川のごとく少しアシを 植えたらいかがかな・・と

2897 広島県東広島市西条町上三永

女 60代

太田川上流の治水がよ くなる よ う、森林保全を 図る ことが大切だと思う

2898 広島県広島市西区草津東

男 50代

やかで楽しそうなので行ってみたいなと思います

愛される 美しい川になってほしい

広い地域への水源となっている 太田川の水質と水量を 安心して使える よ う保ってほ
しい

お花が少ないので、ポピ ー・ラ ベン ダー・コスモス・タン ポポ・芝桜・まつばボタン な

ハゼ釣り大会や太田川花火大会に参加して、とてもいい想い出がありますのでこれ

ど 河川敷にいっぱいお花畑を 作ってもらいたいです

からも色々なイ ベン トを 続けていってほしいと思います

以前に比べ非常にきれいになっている がまだ完全ではない。これからもみんなでよ く これから予期せぬ、予想以上の災害の恐れがある 。護岸対策など 先手の対策を

2899 広島県広島市南区宇品神田

女 60代

する ため広報活動を 続けてほしい

とってほしい

2900 広島県広島市中区舟入南

女 20歳未満

前よ りはきれいになったが、まだゴミなど がある のであまり満足していない

ゴミがなくなり、生き物がたくさん生息できる よ うな川を 望む

2901 広島県広島市中区舟入南

女 40代

昔から生活に深く関わっている 太田川を 今も大切に守られている と感じています

2902 滋賀県湘南市菩提寺

女 70歳以上

河床を 整備し、川の中の樹木を 伐採撤去し、防災に備えて最善の注意を する よ うに

2903 広島県広島市南区翠

女 20代

川の水が汚染されている よ うで、あまりきれいなイ メージがない

2904 広島県広島市南区宇品西

女 40代

水と人の生活は切る ことが出来ないので、これからも川とそれを とりまく環境と生活の
バラ ン スを うまくとって川に優しい広島であってほしいと思います
太田川が街の景観を 良くする よ う広域的に利用され、みんなに認識される 川であり
たい
水質が良くなる こと

水環境も良い、また水質も良い、水の都広島の誇りの太田川と思います。市内にこ
れだけ支流の多い川はないですね。島への水の供給もとすごく役に立っている ので 憩いのある 沿岸がもっと増えますよ うに
すね
災害編を 読み、豊かな自然を 壊すことは残念ですがダムを 作り、現在不十分な災害 今後も良好な水質を 保ち 、水辺で人々が楽しく過ごせる 憩いの場所になる よ うに整

2905 広島県庄原市東城町内堀

男 50代

2906 広島県広島市安佐北区可部町今井田

女

川遊びも良いが不衛生で困っている 。ゴミの山です

2907 広島県広島市佐伯区藤の木

男 40代

太田川中上流部では堤防等の整備が遅れている 気がする

もっと水辺で遊べる 場所を 多くしてほしい

2908 広島県広島市中区東白島町

女 20代

沿岸で釣りを したり遊んでいる 姿を 見かけ、とてもほほえましく思う

水遊びやスポーツ のできる 場として活用していきたい

2909 広島県広島市安佐南区

男 50代

2910 広島県広島市中区舟入南

男 40代

2911 広島県広島市安佐北区安佐町宮野

男 70歳以上

2912 広島県広島市安佐北区亀山南

男 70歳以上

対策を 強化してほしい

備してほしい

水質が良い川であり維持していただきたい。コン クリートのほかに構築材料はないの
か？水害箇所の指定によ り住宅の規制
住んでいる のが海に近いところですのでゴミ等が結構浮かんでいて汚い印象があり
ます

太田川は大好きです。その川辺にわざ わざ 住むよ うになりました。安心した川・きれ
いな川になってほしいです

自然と調和する 川
水を きれいにしてほしいのはもち ろんですが、災害のないよ うな対策を 希望します

上流ダム８箇所、調整ダムではないが雨量情報に基づき事前放流はできる はず。金
を かける よ り知恵を 出し災害対策を 進める べき
人の日常生活の場になる よ うに、例えば①水質を 良く、水量多く、魚が住める 川②
河川敷では散歩、高齢者・子ど もが簡単なスポーツ ができ、健康保持そして医療費
が削減できる 等を 考えて様々な施策を

①川舟で楽しめる よ うな川②子ど もが釣りを 楽しめる よ うな川③堤防は土面にして
素足で歩ける よ うに

私たち 子供の頃は水量も多く川舟やいかだも流れていたが、ダムの関係で水が流れ
2913 広島県山県郡安芸太田町

男 70歳以上

なくなったことが一番の原因と思われます。これも時代の流れで仕方ないと思いま

川魚がたくさん住める 太田川になってほしい。これも夢に過ぎないでしょう

す。いま少し水の流れる 太田川であってほしい
2914 広島県安芸郡熊野町川角

女 30代

2915 広島県広島市佐伯区湯来町菅沢黒谷

男 70歳以上

2916 広島県広島市佐伯区五日市駅前

女 30代

2917 広島県広島市中区西十日市町

女 30代

自然災害に対して備えが十分でないとおもう

いつまでもきれいな川であってほしい

太田川は非常に美しい川だと思います。これからは周辺整備に重点を 置いてくださ
い

太田川は水の都ヒロ シマのシン ボルとして全国的にも誇れる 川としてください

昔に比べたらきれいになったし災害にも強くなったと思う

太田川へ流れる 支流についてもさらに整備される ことを 望みます

整備されている 部分と、ゴミなど そのままになっている ところもあったりする ので「地

近くからでも遠くからでもきれいな川である と嬉しいです。人工的に整備が必要なとこ

域住民の川を 大切にする 」という意識を 高める ことが必要ではないでしょうか

ろもある と思いますが、自然と共に川もみんなの心もきれいになる と良いと思います
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最近の大水対策が遅れている よ うな気がします。何十年前から大雨大水はありまし

2918 広島県広島市安佐北区安佐町毛木

男 60代

2919 広島県広島市東区牛田早稲田

女 30代

水質があまりよ くなく、近づきたくないイ メージ

2920 広島県広島市西区井口

女 30代

太田川は広島市のシン ボルなので親しみがある

たが、最近の被害は考えられないほど 大きい

①川沿いの低い洪水被害区域である と周知を して家屋の新増改築を 禁止できる 制
2921 広島県広島市安佐北区深川

男 70歳以上

度は取れないものですか②郊外の家屋連帯を 流れる 用水路の流水は平常でも流れ
たほうが水路のためにもよ く火災等に役立つので厳しく規制せず悪質なもの以外は
黙認できないものですか

2922 広島県広島市安佐南区大町東

2923 広島県広島市中区白島九軒町

2924 広島県広島市西区鈴が峰町

女 30代

男 50代

男 60代

2925 広島県呉市焼山宮ヶ迫

女 50代

2926 広島県広島市佐伯区五月が丘

男 30代

治水対策を よ り向上させていただきたい
水質を 良くし、広島市民が太田川を 好きになれる よ う水辺を 改善してほしい。お手洗
いなど もっとたくさん作ってほしい。家族で集える 場にしてほしい
もっと私たち が身近に触れる ことができる と良いと思う
環境編で「自然豊かな水辺に多くの人が集う太田川」となっていますが、大部分は一
望しても流水地以外はジャン グルで近寄れる 状態でなく河道を 整備し高水部も整地
して集える よ うに施してもらいたい。私の家の前の亀崎橋右岸護岸はクズが繁茂して
石の間に根を 下ろし、一度町内で手を 入れたが素人では処置のしよ うがありません
ので見分してください
川に遊びに行きたくなる よ うな水質と設備がある ともっと身近に感じる 川になる と思

正直言ってあまり気に留めてなかったです

います

太田川は広島市のシン ボルの一つです。でも、市民生活と必ずしも一体的な活用が
図られていないと思います

たとえばジョ ギン グ等のメッカ として企業等ともタイ アップ して河川周辺を 整備したら
ど うか（たとえば、橋を アン ダーパスで結ぶジョ ギン グロ ード・太田川イ ン フォ メー
ショ ン セン ター設置・ルート情報・災害情報）

市内部でも浄化に努め川の町広島を もっとアピ ールできる よ うにしたい
呉に住んでいながら広島の太田川の水に供給されている ことを もっと市民に知らせ
る ことが必要に思う
あまり川に行くことはないが、沿岸に住んでいる 人のことを 考えればもっといろんな
情報がほしいのは当然だと思う。災害時以外にも普段の活動を もっと幅広く伝えてい
くべきだと思う

太田川放水路も身近に感じている し、通勤時にも川を 眺め心休まる 時間を 持てる 。
他都市にない川の町を 身近に感じさせる 活動を
夢のある 町・川にしてほしいです

広島湾沿岸の浸水は埋立地を 作り過ぎている せいだと思う。これ以上埋立地を 造成
しないよ うに、県・市と協力していくべきだ。本来必要のない造成が多いと思う

上流域・中流域は景観・水質ともにとても美しく川の都市広島として誇れる が、下流域 下流域の浅瀬でも子供たち が川と親しめる よ うな場を 作っていってほしいと思う。川
2927 広島県広島市南区宇品西

女 30代

の水質はお世辞にもきれいとはいえない。景観の重視も必要だが、水質も良くしてい に生物がいて、それを 感じ遊んだりする ことできれいな川作りを 子供たち もしていけ
る のではないかと思う

かないといけないのではないだろうか
2928 広島県広島市西区庚午中

男 70歳以上

2929 広島県廿日市市平良山手

女 40代

2930 広島県広島市東区戸坂桜西町

男 40代

2931 広島県呉市広大新開

男 30代

2932 広島県広島市安佐南区八木

男 30代

2933 広島県広島市安佐南区八木

男 20代

2934 広島県広島市安佐南区八木

男 20代

2935 広島県広島市安佐南区緑井

男 70歳以上

2936 広島県広島市佐伯区

男 30代

2937 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 60代

大雨、先日の台風５号の際の河川の警戒水域越え。堤防のカ サ上げ工事を お願い 河川改修もかなり進み、水もきれいになってきましたので水辺で遊べる 場所を 作って
します

ほしい。たとえば水泳・貝掘り・魚釣り・カ ヌ ー等

環境は良くなっている と思っていたが、災害対策が必要と知りびっくり。もし大雨
が・・・の浸水箇所に実家が入っており人ごとではないとあせっています

下流域は遊歩道やオープ ン カ フェ 等整備されていてとてもいいと思う

上流のほうは流木やゴミが多いよ うに思える

被害を 受ける 前に何とか対策を 打って安心して住める 街にしてほしい

上流から下流域まで木を 植えて治水を 行うことが重要である と思う。ダムや堤防を 高
くする ことよ り有効だと思う
自然を 守りながら洪水が発生しないよ うに整備してもらいたい
老人の憩える 施設の拡充を する

ダムのない頃のほうが水害が少なかったよ うに思う。ダムの管理に問題がある よ う
に思う

水害のない清らかな川に！

子供の頃は川で泳いで遊んでいた。滝山川はとてもきれいで好きな川だったが、温井
2938 広島県山県郡安芸太田町猪山

女 40代

2939 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

女 20歳未満

ダム建設後よ ど んできた。ダムは必要なものである が、川が死にかけている のはと 一番は、昔の川の姿に戻ってほしい。水害の後、不法投棄によ ってなされた大型ゴミ
ても残念です。また、川へ下りられる よ うにしてある が草刈が不十分で下り難い場所 の一斉掃除など して、裸足でも安心して遊べる 川床になればいいと思う
が多くある

2940 広島県広島市西区庚午北

男 70歳以上

2941 広島県広島市西区観音新町

女 40代

2942 広島県広島市西区己斐大迫

女 70歳以上

2943 広島県呉市安浦町

男 70歳以上

2944 広島県広島市安佐南区伴北

男 30代

2945 広島県広島市安佐南区上安

男 60代

2946 広島県広島市安佐南区八木

男 50代

2947 広島県広島市東区牛田新町

男 30代

2948 広島県廿日市市福面

男 60代

2949 広島県広島市安佐北区安佐町久地

女 20歳未満

2950 広島県広島市安佐北区亀山南

女 50代

2951 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南

女 30代

自然環境もよ く、川幅も広いし生物もたくさん見かけた

もっとたくさんの生物が住める よ うに保つこと。泳げる 場所があったらいいと思う

現在の太田川の堤防は全体的には災害に対し安全である とは思いますが、あまりに 今後は太田川の堤防の車道を 少なくし、歩道を 多くすれば環境もよ くなる し、災害時
も多くの堤防が車道化されている のが現状ではないかと思います
水を 使う工場経営を している ので、工場用に水を 使いやすい環境にしてほしい

や平素の事故に対する 安全対策にもなる のではないかと思います
水を 上手に使える よ う無駄のない環境づくり。街が浸水しないよ う徹底した堤防の強
化を してほしい

上流のほうのことはよ く分からないが、下流のほうは美観的に整備されている が戦

子供の頃はよ く川に親しみ泳いだりしていたが、最近できないのできれいな水質の川

後すぐ の頃は市内もよ く水浸しになっていたが、放水路ができて大変よ くなった

を 夢見ています

太田川の水は広島市のほかに多くの町で利用されていますが、現状は不十分と思い
ます
オープ ン カ フェ やコン サートができる 場はいいと思う。一部ではなくど こでも水辺に
降りられる よ うになればいいと思う

今後、呉市・東広島・竹原方面での水利用を 考えていただきたいと思います
中心部･下流部ではオープ ン カ フェ 等を もっと規模の大きなものにしていき、広島の
顔になる よ うになればいいと思う。中流・上流では川を コン クリートのみで整備する
のではなく、自然に近い形では生物も多く住める よ うに整備していく

よ く整備されている ほうだ。ボートは早く所定場所へ納めてほしい
多方面に水を 多く利用しすぎ。水量が減りすぎている と思う。公共性は分からないわ
けではないが、水量が少ない
太田川の大切さを 市民が知らない

お金を かけないで楽しく利用できる よ うにしてほしい
水質の低下は絶対してはならない。ダムのヘドロ 除去
もっとＰＲすべき

太田川を 部分的にしか知らない。このたびの広報のごとくの情報を 提供していただき
たい

災害に強く、自然と親しめる 川であってほしい

きれいに見える けれど 実際ち ょっと汚れている と思う

生き物がいっぱい住んでいてゴミがなく緑がいっぱいなところ

昔と違って川の水はど こに消えてしまったのか？生活に使う水は下水管を 通って目

今は可部に住んでいます。昔はホタルがたくさんいたそうですが、今はカ ワニナが育

には見えないけれど

たないので個人の方が育てたホタルを はなしている とのこと・・

毎日太田川を 通りますが、特別何も感じません。休憩できる 場所があればいいです アユ釣り、水遊びできる 場所がある なんて知りませんでした。もう少し整備してみんな
ね

で楽しめる 場所にできる といいですね。行事ももっとアピ ールしたほうがいいです

2952 広島県山県郡北広島町吉木

男 60代

水が汚い

川を きれいに

2953 広島県広島市安佐北区

男 50代

普段の水量が少なすぎる 。冷たすぎる 。自然のよ さを 失っている

カ ヌ ーで源流から海まで出れる 、自然の魚が海から源流まで上がれる

2954 広島県広島市安佐北区安佐町久地

男 20歳未満

なかなか安全になってはいる けど 、不安なときもある

まだ危険なとこがある からもっと安心できる 太田川にしてもらいたい

2955 広島県広島市安佐北区

男 70歳以上

今のままでは水害を 起こして住民を 困らせる ことがある

沿岸住民にとって恐ろしい川でなく親しみの持てる 川になってほしい

2956 広島県広島市西区三篠町

女 40代

都市部である 下流は概ね整備されている が、上・中流は未改修のところが多くある 。
ただし、下流でも高潮対策が未整備となっている 箇所もあり、早急な措置が望まれ

災害のない安全・安心な川づくり。背後地の利用形態にあわせた河川敷の整備

る 。都市部の河川としては良好な環境である
一昨年の台風で上流では被害があったが、下流に住んでいる のでこれからが心配。 橋につながれた不法係留船が景観を 壊している ので、対応してほしい。川沿いの道
2957 広島県広島市西区

女 30代

温井ダムができて少し安心していたが、もう一度治水対策について色々な手段の中

を 整備してほしい。観光客がよ り多く訪れる よ うに地元住民が憩い、親しめる 太田川

から見直しが必要ではないか

になる ことを 期待しています

2958 広島県広島市南区南蟹屋

男 50代

水害に弱いよ うに思える 。猿候川東地区の下流の整備が遅れている

自然が豊かで水害に強い川になる よ う整備される ことを 望む

2959 広島県広島市西区庚午中

女 30代

特にありません

よ り良質な水を 供給してもらえる よ う、市民も協力していったほうがよ いと思います

2960 広島県広島市中区十日市町

男 50代

太田川を はじめ多くの河川で水量が低下し、河川そのものの活力が低下している と

人間が一歩下がって河川や自然と調和できないか、知恵を 絞る 時期に来ている と思

2961 広島県東広島市八本松飯田

女 20代

感じています

います

特に何も考えていなかったが、この広告を 見て太田川について知る ことができた。素
晴らしい川だと思う

現在の状態を 保つことが大切だと思う。その上で、私のよ うに特に何も感じていな
かった人たち に対しＰＲしていき、よ り多くの方に太田川を 知らせていけたらいいと思
う

生活用水について江の川の水も飲んでいる ことは知らない人が多い。四万十川が
日本最後の清流といわれている が、太田川は日本最後の都市河川の清流である 。
今後もこれを 守ってください。昭和２０年代の話ですが、河床の砂が「本当の砂」の色
2962 広島県安芸郡海田町砂走

男 60代

を しており、干潮時には川で遊んでいました。シジミ捕り、春には海で育った「青海苔」
が潮に乗ってさかのぼってきました。このよ うな川を 取り戻してください。古川第一の
整備は素晴らしいものです。しかし、親水性を 考えたものですが水質が悪化し、足を
踏み入れる 状態ではありません。所管外ではありましょうが、周辺の下水道整備を 望

災害対策として河床掘削しても効果が望めないと思います。逆に地下水・塩水遡上策
の問題が生じる 。可部から上流の山間部の掘削も限度がある と思います。今堆積し
ている 土砂を 除去してもいずれまた堆積し、根本的な対策にならないと思います。川
には「河相」というものがあり、土砂がたまる ところはたまって、瀬渕ができる よ うに
なっています。自然の摂理に反しないほうが良いと思います。

みたいものです
2963 広島県山県郡安芸太田町

男 20歳未満

所々にゴミが落ち たり流れたりしている けど 、だいたいきれい
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2964 広島県山県郡安芸太田町

男 20歳未満

きれいで美しい河で生き物がたくさんな場所

もっときれいで美しい河で生き物がたくさんいる 場所

2965 広島県山県郡安芸太田町

女 20歳未満

川にゴミが流れている ので、捨てないほうが良いと思います

川にゴミがなくて魚がいっぱいいる 川

2966 広島県山県郡安芸太田町猪山

女 20歳未満

生き物がいてきれいな水がある ところ

生き物がたくさん住んでもっときれいな水がある 川にしたら良いと思います

2967 広島県山県郡安芸太田町

男 20歳未満

もっと人を 引き寄せる よ うなシステムがあってほしい

豊富な自然があり、人と動物が触れ合う場所になってほしい

2968 広島県広島市西区新庄町

女 50代

2969 広島県広島市中区平野町

女 20歳未満

以前は大水が出たときは氾濫していたと聞きました。太田川の災害が多かったので整 太田川の水だけではなく広島は川が多いので水の不足ということは聞かれません
備されたと聞きました。これからもきれいな川としていくと良いと思います

が、水を 使うことが多いので泳ぐ のはムリとして水遊びができれば良いと思います

太田川でシジミが取れる ということなので、結構きれいな川なのかなぁとおもうけど 、

川にジャブ ジャブ 入って泳げる よ うになれば良いと思います。「川の町広島」に相応

大きなゴミとかが流れたりする のでそういうゴミを いっせいに掃除すればいいと思う

しくなればと思います

都市域において貴重な空間である

車でもアクセスして河川で遊べる よ うにされたい

2970 広島県広島市南区翠

男 30代

2971 広島県広島市安佐南区東野

女 60代

2972 広島県広島市西区東観音町

男 50代

2973 広島県広島市安芸区中野東

男 40代

2974 広島県広島市安芸区船越南

男 40代

2975 広島県広島市安佐南区上安

女 30代

シジミが取れる よ うになって、水のきれいさを 実感します

もっともっときれいな川になる よ う、一人ひとりの意識も環境も整えていきたいです

2976 広島県竹原市中央

女 20代

自然豊かで水辺に多くの人が集うよ うにされていてとても良いと思います

これからももっと環境に優しく自然災害を 食い止める 川づくりを 期待します

2977 広島県庄原市東城町東城

男 50代

下流域のオープ ン カ フェ を 増やしてほしい

川幅が局所的に狭いところがある よ うです。飯室当たりは増水する とよ く床上・床下 第一に安心・安全が確保できる よ う努めてほしいです。水辺の環境や自然のことは
浸水しています。何らかの処置が必要ではないでしょうか？

その次でもいいのではないでしょうか？
シジミ捕りが普通にできる 川。古川の水質改善

2978 広島県世羅郡甲山町川尻

女 70歳以上

2979 広島県広島市中区舟入南

男 40代

2980 大阪府高槻市富田町

男 40代

いつまでも良い川であってほしい

いつまでも良い川であってほしい

2981 広島県広島市南区西旭町

男 50代

下流の大型整備よ り上流の堤防補強を お願いします

きれいな水辺で水遊び、また活用を もっと充実してほしい

正直言ってとても身近なはずの太田川なのに、知らないことがいっぱいでち ょっと恥

広島の人たち の生活に欠かせない太田川。川で遊んだり、川辺の散歩を したり、生

ずかしいです。ただ広島市の水が美味しいのは、他県を 旅行したときに水の味の違

活用水として利用したり、となくてはならない川ですが、万一災害で川が氾濫して人の

2982 広島県広島市安佐北区倉掛

2983 広島県広島市中区土橋町

女 30代

男 40代

きれいな水になる こと

いに気づきました。川でアユ釣りを している 人の姿を 見る と、川がきれいなんだなぁと 生活を 壊してしまっては大変！いつもいつまでも愛される 川である ためにも、十分な
おもいます

災害の備えを し、市民がもっともっと太田川を 知る 機会が増える と良いと思います

上流・中流・下流と全域においてそれぞれ魅力的なところがあり、満足しています

工場や各家庭の排水を きれいにして水質を 今以上に高めていくことが必要と思う

環境は現状でいいと思うが、ブ ロ ックよ りも自然な石材等を 用いる よ うにする のが
2984 広島県広島市安佐北区口田

男 30代

いいと思う。また、環境整備というのは環境保全というよ りもど ち らかといえば利用の
促進というイ メージが強い

2985 広島県広島市安芸区上瀬野南

2986 広島県広島市安佐南区伴東

男 50代

男 60代

Ｈ１７．９台風ではアパートが浸水した。太田川へ排水できず閉ざ されたゲートで見る
見る うち に水がたまった。市・県・国で連携して内水排除対策もお願いしたい。また、
感潮帯では事業もできないほど 民地が護岸に迫っている 。撤去させて嵩上げする 必
要がある

整備が順調に推移している

災害のない河川を 目指して見届けていってほしい

最近は相次ぐ 地震、台風、記録的な集中豪雨、高潮被害など 、自然災害が非常に

・地域住民が太田川の実態について学べる 機会がほしい(洪水被害、河川改修など

多く発生しています。これらは異常気象と呼ばれていますが、もはや「異常」ではな

のPR）・循環型社会を 支える 水の認識についてのパネルディスカ ッショ ン がほしい・

く、度重なる 自然災害が起こる ことを 前提とした抜本的対策を 真剣に考えなければな わたし達が安心して安全に暮らしていくためには、太田川について何を 行い、何が行
われている か、今後のため今一度検証してみる 必要がないでしょうか

らない時期にきている と考えます。

下流周辺に住んでいますが、最近では平和公園近くのオープ ン カ フェ や、基町環境 人が集まり、自然豊かな川になってくれる ことを 望んでいます。そのために、流域住
2987 広島県広島市東区牛田東

男 20代

護岸など 、市民が水辺に近づきやすい河岸の整備を されていて、非常に良いことだ 民に川への関心・興味を 持ってもらえる よ うな川づくり、情報の提供など を 期待しま
と思います。こういった情報がもっと広く知られる よ うになればよ いと思います。
日本名水100選に選ばれている こは知らなかった。初めて広島に来て水道水を 飲ん

2988 広島県広島市安佐南区祇園

女 50代

だときは「まずい」と思ったけど ・・・。今以上においしい水にしたいですね。悪くならな
いでほしい。

2989 広島県広島市安佐南区祇園
2990 広島県広島市安佐北区安佐町飯室
2991 広島県広島市安佐南区東野

男 50代
男 20歳未満
女 30代

す。

川で泳げて、多くの生物が生息できる よ うな川であってほしい。ゴミなど 捨てないで、
個人個人が心がけていきたい

市内派川は緑地が美しく、オープ ン カ フェ など 先進的な取り組みがあり、自慢です。 いつ起こる かわからない天災に備える こと、水に親しむことの両立が図られる ことを
上流域も市内からさほど 遠くない場所に心洗われる 風景があります。
子供の遊び場があって良いと思う。景色がきれいで良い

望みます
ゴミや環境のことについてもっと考える べきだと思う。太田川を 利用する 人のマナー
を もっと考えないといけないと思う

わたしの近くの太田川にはゴルフ場があり、少し遊べる スペースもあります。散歩も

子供の遊べる スペースがもっと欲しいです。天候の悪いときは進入禁止にすれば事

できる よ うになっていますが･･･やはり少し大雨が降る と増水が怖いです。

故もなく、子供を 安全に遊ばせる ことができる なあ、と思います。

広島市民は豊富な水量と上質の水源に恵まれている ため、水のありがたさに対する 太田川の上流に行ってみますと、川幅に比べ水量が減少している と思われます。水
2992 広島県広島市安佐南区高取南

男 60代

感謝の気持ち が薄く、水が豊富にある のは昔から当然と思い、水を 粗末に扱ってい は天の恵みですが、上質な水を 長期的に確保する には、上流の水源（小さな川や
る 日常生活が見られ、驚いています。他都市で長期の断水の経験者としてはビ ックリ 谷）を 確保する ことを 日常から心掛ける 日常生活や子供への教えが今は必要と思っ
ています。源流の水資源のオーナー制度の取り組みは如何でしょうか

しています。
2993 広島県山県郡安芸太田町中央

男 20歳未満

2994 広島県山県郡安芸太田町中央

女 20歳未満

2995 広島県山県郡安芸太田町中央

女 20歳未満

2996 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

70歳以上

2997 広島県広島市西区大芝

男 50代

2998 広島県山県郡安芸太田町中央

女 20歳未満

2999 広島県広島市安芸区中野東

男 70歳以上

上流域は自然が豊か。市内については川がある ことによ り安らぎを 感じられる

災害に対して強い太田川。上流は自然を 残し、下流は都市部において安らぎと賑わ
いの場の整備

太田川の上流地区に以前住んでおりました。最近の度重なる 水害によ り、川の流れ 出来る 所から中央部へ水の流れる よ うにして欲しい。元田んぼの石垣が堤防になっ

3000 広島県広島市安佐北区可部

女 40代

3001 広島県広島市安佐北区亀山

男 70歳以上

3002 広島県広島市安佐北区亀山

男 70歳以上

3003 広島県山県郡安芸太田町中央

女 20歳未満

3004 広島県山県郡安芸太田町中央

女 40代

3005 広島県広島市安佐北区亀山

男 60代

3006 広島県広島市安芸区船越南

女 30代

3007 広島県広島市安佐南区相田

女 60代

3008 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

男 20歳未満

3009 広島県広島市西区井口

男 40代

3010 広島県広島市佐伯区吉見園

女 20代

3011 広島県広島市佐伯区藤の木

男 60代

3012 広島県山県郡安芸太田町中央

女 20歳未満

3013 広島県山県郡安芸太田町猪山

女 60代

が片方に寄っている 。道路、また民家の方向へ上流から見れば左方に水が流れて

ている ところ、強化して欲しい。現在は人工林（杉山）となっていますが、石垣が流さ

いる よ うに思います

れ次第に川原に成っていく補強を お願いします

災害時の状態を 実際に自分の目で見たことがなく、普通時はきれいなイ メージしかあ 子供達が安心して遊べる 川。ゴミのない緑に囲まれた明る い太田川に期待します。
りません。

と、同時に協力もしたいと思います

太田川の中の木や草が生えている 。これを 一度取り除き、きれいにして太田川グ

太田川橋上流の川幅が広いところがあります。ここの河川敷を 広くして水辺に人が

リーン キャン ペーン と同様各自治会に手入れを お願いしたらど うかと思う

集まる よ うに。夏には花火大会やカ ヌ ーができる よ うな計画を お願いしたい

もっと太田川に水を 流し、太田川の中に草や木が生えないよ うにしてほしい

河川敷を 広げて多くの人がくつろげる 場所にして欲しい

水の流れが少なくもっと水を きれいにする

子供が泳げる よ うに川を きれいにする

オープ ン カ フェ やコン サートが開かれる よ うになり、にぎやかで楽しくなったと思い

他県に比べて自然が豊かだと思いますので、自然を 大切にして子供達が水遊びでき

ます。水も日本名水100選に入る ほど の質になっている ので、これからも質の落ち

る よ うに、魚がいつまでも生息できる よ うなきれいな川が続くよ うに整備していただ

ないよ うに保って欲しいです。

ける と嬉しいです

よ くわからないが災害が起こったとき初めてわかる 。上流･中流の堤防を 強化

本川で泳いだり水遊びしたりしていた頃のよ うに

いいと思う。でもたまにゴミなど が落ち ている ため、それを 何とか解決したらいいと思 自然が多く、川がきれいな太田川になって欲しい。あと火事とかになる とその川の水
う

で助け、世界に広まって欲しい

護岸整備が必要なところとそうでない？ところを 見極めてから進めて欲しい。できる な
ら自然のまま残して欲しい

水質の維持に努めたい。公･民がそろってきれいな川を 守れる よ うにして欲しい

特に高陽町あたりの川の中に大きな木がたくさんある が、除去したほうが良いと思う

太田川は広島市を はじめ広域的に大きく役立っている 大切な水資源ですので、支流

（洪水時にゴミが多く引っかかっていて水の流れが悪くなる ）上流域でも家屋が川の

を 含め流域全体を もっときれいに環境整備を し、また堤防の低く弱い場所は予算の

近くにある 場所では護岸を 高くしたり整備して欲しいところがある ので点検したほうが こともある ので計画的に補強していき災害の起こらない頑丈な川にしていただきたい
と考えます

良いのではないか？

以前は多くの種類の魚が住んでいましたが、今は河川としての水量も極端に少なくな
り、川でなく川原のよ うになっている

支流の河川も電力用の取水のため以前の水量がなく、洪水調整のダムもでき、自然
に川が洗われる こともなく、「川」としての機能が失われていて「死んだ川」となってい
る 。以前のよ うな清流になって欲しいと思います

72/76

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

平素は水量が少なく水質が悪くなっている 。これまでの歴史で約30年に一度水害が
3014 広島県広島市安佐北区可部町今井田

男 60代

発生している 。そのたびに田畑が完全につかり、農作物ができない。早急に堤防を
作り、河川の美化など に努めてもらいたい

太田川がきれいに保つ工夫（河川内の整備を 計る ）を して環境アップ して欲しい。そ
の前に堤防を 考えて欲しい

水内川が太田川につながっていて、水内川はきれいな川なので、ほかの川を がん
3015 広島県広島市湯来町下

女 20歳未満

ばってきれいにして太田川を きれいにして欲しいなと思います。少し泳ぐ のに向いて 泳げる 川にして欲しいです
いないのかなと思います

3016 広島県広島市安佐南区八木

女 20代

3017 広島県呉市東塩屋町

男 50代

3018 広島県広島市東区光が丘

女 30代

昔よ りは良くなったとも思います。でも、もっと川で遊べる よ うにして欲しいです。河川
敷にゴルフ場はいりません。公開広場へ変更を ！

洪水災害が起きない川になったらいいと思います

自分が子供の頃に比べ、水辺がきれいになり、親しみやすくなったし、水がきれいに もっと水質がよ く、泳げる くらいきれいになったらよ い。とにかくあのヘドロ がど うに

3019 広島県府中市土生町

女 40代

なってきたよ うに思う。また、水辺での催し物や楽しめる 場が増えてきてとても良いと

かならないでしょうか？京橋川（白島側）のよ うな自然な水辺が広島駅前のあたりに

思う。しかし、ヘドロ の汚さとにおいが不快なところ

もあったらとても心地よ い。ヘドロ の汚さも少し違うのでは？

上･中流域が美しい水を たたえている

できる だけ現在の自然を 保持しつつも災害に備えて欲しい

3020 広島県広島市西区打越町

男 50代

普段は穏やかで憩いの場である が，台風など 大雨の時は恐ろしい存在である

皆に親しまれる 人が集う場所

3021 広島県広島市佐伯区八幡

男 40代

川はある ことそのものが財産だと思う

自然と親しめる 憩いと交流の場

3022 広島県廿日市市大野町宮島口東

男 30代

3023 広島県広島市中区舟入南

男 20歳未満

3024 広島県広島市西区庚午北

男 50代

3025 広島県広島市安佐南区八木

男 70歳以上

トリビ アで名水百泉大腸菌が多い川ラ ン キン グで太田川が3位が4位だったと思いま
す。少し川の水が汚いと思います

単純だけど 川の水を きれいにしてほしい。でないと子ど ももしっかり遊べないし、大腸
菌だって１つあれば害がある のに太田川には何千何万個ある ということです。名水
百選という自覚も含めて、水を きれいにしてほしいです

全国的にはよ い。生物が生息できる 美しい川

市民が楽しめる 場所

川底にヘドロ が多すぎる

もう少し小魚の生息できる よ うな川にしてほしい

下流域については年を 貫流している にもかかわらず自然が感じられる ところも多く
3026 広島県広島市中区上幟町

男 50代

ほっとさせられる 河川だと思います。ただし６河川全てではないのですが、沿川状況
を 考える と機能別に考えざ る を 得ないのかとも思います。総じていいなと思う河川で

まず治水機能の充実化、次に自然環境保全と親水性の充実化を 希望します

す
3027 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

女 60代

3028 広島県江田島市江南

男 50代

太田川の中流域において雑木が立っていたり，それに大水の時の布切れなど がか

広くて清浄のよ うなところは家族でボートを 浮かべて自然環境を 楽しむよ うなことは

かっており，自然を 失う。今は川の水が少なく，石が多く出ている

できないものか

水はきれいと思います

島嶼部に給水事故がないよ うにお願いします

昭和２０年生まれで，ずっと太田川のすぐ そばで育ち ，現在も同じ場所で暮らしており
ます。昔は川で１日中泳ぎ，アユが食べきれないほど 取れ，洗濯，お米を 洗い，美し
3029 広島県広島市安佐南区西原

女 60代

い川でした。現在は土手の草が荒れ放題，アレルギー反応を 起こすイ ネ科の草の植
物に車の排気ガスとで，目が痒く眼科へ。喉まで痛くなり，耳鼻科へ。市内の土手と安
佐南区の土手の草刈具合が違うよ うに思いますが・・・いつも短い状態を 保つという

体に悪い草を 何とかして、クロ ーバーのよ うな背の低い草というわけにはいかない
ものでしょうか。１年に何度も刈ってください。毎日の生活環境が草ぼうぼうというの
は困りますし体調にもよ くないよ うです。ど うか草を 刈ってください。

ことはできませんか。太田川の水は最近随分きれいな気がします
3030 広島県広島市安佐北区可部
3031 広島県広島市東区牛田東

女 40代
男 30代

水質の検査。災害の時被害情報を いち 早く公開する
河川敷を 一部ゴルフ場（練習所）として独占的に業者に貸し出すことを やめ，皆誰で
も利用できる 公園，遊園地，多目的グラ ン ドにする べきだ

水と緑の美しい環境

川の役割，私たち 今川がないとしたら，いや整備されないままだとしたら，こんなこと
誰も考えませんよ ね。でも私たち が今安心した生活していける のは，自然界からの
循環作用の中から水を いただくことによ り生活させていただくことができていますし，
あらゆる 生物も生存しています。これからの川づくり，自然破壊のない環境にやさし
い整備とともに強固な災害対策を 考えていただければと思います。例えば，川の整備
3032 広島県広島市安佐南区川内

男 60代

といった護岸工事の一環で，川底，堤防を コン クリートで固めている ために，溜り，
巣穴がなくなる ことで今までそこに生息していた生物が住めなくなる ばかりか，底がつ
る つる のため稚魚が登る こともできないなど は明らかに負の遺産となる 環境破壊事
業です。また，川づくりは河川だけではなく，森林，電源，水源，宅地開発も絡み，い

環境・防災の何が必要かについて、それぞれのおかれている 環境・状況によ り必要
と思う項目も異なり、それに川の上流・中流・下流・河口と現在のお住まいの場所お
よ び家庭状況によ り違ってくる と思われますので、何が必要とされてもそれは間違い
ではなく正しい回答といえます。である ならば、状況によ っては全部必要と思います
が

ろいろな影響を もたらします。また，工場排水，家庭排水など 汚染環境問題を 含め，
これからも安全で良質な水を 頂，誇れる 太田川として整備されていくことを 期待いた
しております。
3033 広島県広島市東区牛田新町
3034 広島県大竹市新町

女 30代
男 50代

大芝水門〜白島のマラ ソン コースを 通りながら，多くの人が太田川の美しさに魅了さ 西広島→三滝→大芝水門の川沿いはただの車の通り道となっています。人が安心し
れています

て歩ける 歩道を ぜひ川沿いに整備していただきたいと思います

・中国電力が発電に対し有効利用している 。・河川環境の整備に対し，中国電力の

・良好な水質の確保・多くの生物が生息できる 川・水辺の賑わいの場としての整備・

協力を 求める べきである

歴史・文化を 伝える 場

国の管理外の部分かもしれないが，無駄と思われる 工事（大岩の取り除き）が行なわ 上記の結果、そこに居たと思われる オオサン ショ ウウオ数匹が下流に唯一の残っ
3035 広島県広島市安佐南区安東

男 60代

れた結果，川床が掘られ，それが上流に向かって進行中。さらに数回の洪水があれ た岩陰に身を 寄せています。彼らが生き残れる よ うに祈る ばかりです。以前にもお
ば道路不通になる ことが予想される 。早く水を 流下させよ うとすれば流速が早くなり， 願いしました、，特に中小の支流では工事のやり方に注意してほしい。不信感でいっ
ぱいです。イ ン ターネット送信不能を 含めて…

かえって危険なことを 予想できないのか？
下流域で高潮対策として堤防を 高くする 一方で，川幅が狭くなっている ところがある

災害対策としては止むを 得ないが、できる だけ自然を 残すよ うに（元々あった姿に）
してほしい。下流域を きれいにする 対策（川床の掃除を する 、排水を 流さないよ うに

3036 広島県広島市南区上東雲町

男 30代

3037 広島県広島市西区庚午中

男 40代

3038 広島県呉市焼山中央

女 50代

色々な所に水を 配っている のだなと思った

おいしい水を 提供してください

3039 広島県東広島市西条西本町

女 20代

大きい河，国道５４号線沿い

昔みたいに花火大会を してほしい

3040 広島県広島市東区温品

女 20代

（その分川床が深くなっている のかもしれないが）。また，下流域は川が汚れている

する など ）を してほしい
子ど もが水遊びできる よ うな川

生活や街並み等，広島市にとってなくてはならない存在だと思います。太田川のお陰 防災対策が強化される とますます頼もしい太田川になる と思います。きれいな水環
で美味しい水が飲め，また癒されている ので感謝しています。
河川敷の施設が老朽化していたり，雑草が伸びている など 手入れが十分でないとこ

境も保ってほしいと思います。

3041 広島県広島市佐伯区海老園

男 40代

3042 広島県広島市西区

男 40代

3043

男 20代

3044 広島県広島市南区

男 50代

昔と比べて随分きれいになったと思います。干潮時に護岸の黒ずみが気になります

ている ところでは河から離れなければならないのが残念です。橋の下を 通る など で

3045 広島県広島市安佐南区川内

男 40代

他の大河川と比べて自然が多く，環境的によ いと思う

今後も良好な環境・水質を 維持してもらいたい

3046

男 30代

3047 広島県広島市西区天満町

女 30代

川の周辺に緑があってよ い

野球やゴルフだけでなく、もっと多様な憩いの場がある と市民が集える のでは？

3048 広島県広島市西区天満町

女 20歳未満

けっこういい

スポーツ ができる よ うにしてほしい

3049 広島県広島市西区天満町

男 20歳未満

今の太田川は生物がたりない

生物が住める よ うにしてほしい

3050 広島県広島市西区天満町

女 20歳未満

もう少し清潔で安全な川にしていけたらいいと思う

ろが見られる （広いので止むを 得ないとは思うが）

河川沿いにゴルフ場や市民が休日くつろげる スペースがあり，地域に密接した川づく
りがされている 印象があります

人と水が触れ合える 場所

よ り市民に親しみやすい水辺空間になる よ う望みます
川沿いの土手を 散歩したり、自転車で走る のが好きです。しかし、国道など が横切っ
きませんか？

3051 広島県広島市西区天満町

男 20歳未満

きれい

きれいな太田川

3052 広島県広島市西区天満町

女 20歳未満

水が汚い

泳いだりできる 太田川

水を きれいにしたらいい

水を きれいにして

3053 広島県広島市西区都町

男 20歳未満

3054 広島県広島市西区己斐大迫

女 20歳未満

3055 広島県広島市南区仁保新町

男 30代

開放的な感じでよ い

皆に親しまれる 太田川

3056 広島県広島市西区天満町

女 20歳未満

太田川にあまりゴミを 捨てないでほしい

ど こか泳げる ところを 作ってほしい

水がち ょっと汚い

きれいで、けがを しない川にしてもらいたい

水がきれいになってゴミがない太田川

3057 広島市西区福島町

女 20歳未満

3058 広島県広島市西区天満町

男 20歳未満

3059 広島県広島市西区天満町

男 20歳未満

3060 広島県広島市西区天満町

女 20歳未満

水が汚く，ゴミが多い

3061 広島県広島市西区天満町

男 20歳未満

水が汚い，ゴミが多い

水がきれいでさまざ まな生き物がいる 太田川

3062 広島県広島市佐伯区五日市町上河内

女 40代

広島の町に潤いを 与え，命の源を 運んできてくれる 川

広々とゆったりと流れる 美しい川

73/76
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問４

問５
私は広島市の東・府中川に育ててもらいました。川砂の足裏に響く感触が懐かしくて

新工兵橋を スタートして上流は，常は大芝橋（水門）〜ときたま安芸大橋〜と，下流は
相生橋までの左岸・右岸を 走ったり歩いたりしています。安芸大橋から上流の安佐大
3063 広島県広島市東区牛田南

男 60代

橋，高瀬堰までの右岸（西側）はウォ ークやラ ン ニン グは車両との区別がないの
で，歩行者用の土手があればよ いのかなあ。新庄橋から古川橋のよ うに車両が通
らないよ うにする のは無理でしょうからせめて・・・

なりません。京橋川の牛田大橋・神田橋では、ぬる ぬる ヘドロ がたまって水の流れに
近づくことが難しい。老いも若きも足の裏で太田川の息吹を 感じられる よ うな川で
あってほしい。上流から流砂の堆積を 除去し、２０年前の深さに戻してほしい。「汚れ
ている から危険だから川に入ってはいけません」でなく、人が川に入れば川はきれい
になっていくと思います。ラ ン ニン グの後新庄橋の下で汗を 流しに川につかります。
干潮でした。川床はぬる ぬる でヘドロ で・・・においも石池のよ うな嫌なのが家に帰っ
た風呂場までいっぱいになりました
①堤防およ び高水敷から水面へのすりつけ勾配を ゆる くし、遊んでいても安心感が

3064 東京都豊島区東池袋

男 50代

旧太田川の名称は地域になじんでいないのではないか

3065 広島県広島市西区天満町

男 20歳未満

ち ょっと水が汚いから魚が少なくてつりを しにくい

もっと水質を よ くしてほしい

3066 広島県広島市安佐南区東野

女 40代

他の川よ り水がきれいでおいしい

水遊びができる ところを 近くに増やしてほしい

3067 広島県安芸郡海田町寺迫

男 20代

もっときれいな水にして，観光や自然の遊びなど アピ ールしてほしい

きれいで安全（水害など ）確保を 目指して、みんなに愛される 川づくりを してほしい

3068 広島県呉市三条

女 40代

呉に住んでいてよ くわからない

広島県民全体が考える 川

3069 広島県広島市中区上八丁堀

女 50代

環境は満足していますが，災害には十分耐えられない状態のよ うで，とても不安です 災害対策にもっと力を 入れてほしいです

3070 広島県広島市佐伯区八幡

女 30代

3071 広島県広島市南区宇品東

女 30代

3072 広島県広島市東区光町
3073 広島県広島市佐伯区五日市中央

女 70歳以上
女 30代

中央公園横の太田川はのんびりと散歩できる し，芝生に座れる し，そんな場所が増
えてほしいです

得られる よ うに②川岸にもう少し緑・木陰があればよ い

市内の太田川でも、緑色の水じゃないほうがいいです

今回の折込を 見て分かったことも多いです。普段通り過ぎる ことしかない川ですが，

自然環境を 守る 。災害に備える ことを 第一にしながら、人の集いや憩いとなる 場で

足を 止めてみたいと思いました

あってほしいです

昔に比べ，水が澄んでいない。悲しいこと。変なペットを 捨てたり，みんなのモラ ルの モラ ル教育や指導を 行い、一人一人の行動から変えられないと自然破壊は止まらな
低下は自然破壊を 引き起こす

い。見た目の綺麗さよ りも、自然への敬愛の心を 一人一人が持つ心を 望む

私たち の生活に必要な水を 供給している 太田川。これからも水質，水量ともに良好

台風によ る 浸水がとても怖いので、もっともっと災害対策を 強化していただきたいと

である ことを 願っています

感じています

日本名水にも選ばれ，立派な川が広島にある ということは知っていますが，もっと深 生まれてきたときから慣れ親しんできた太田川。整備する ことも大切ですが、このよ う
3074 広島県広島市西区庚午中

女 20代

3075 広島県広島市西区上天満町

男 20歳未満

3076 広島県広島市南区堀越

女 30代

く知っていくために，コン サートなど が開かれる ことはよ いことだと思います。もっと

な情報が定期的にある といいなと思います。小学校で学んだこともありますが、忘れ

大事に，美しさを 保っていきたいですね

ている こと、知らないこともありますから

太田川下流域は綺麗なほうなのに，海での「カ キ養殖」など で汚れている から，対策
を 採ってほしい。ただし「自然」を 守る 方法で
いつもきれいにしてあり，川で遊んだりと満足しています。川のそばに自然もあり，よ
いと思います
私たち の生活に欠かせない水＝太田川の今は，以前よ りはキレイ にみんなが意識

3077 広島県広島市東区光が丘

女 20代

して利用している よ うに感じます。川沿いのオープ ン カ フェ はとても気持ち がいい
し，川に囲まれて生活している 私たち ，広島県民ならではできる ことなんだと思ってい
ます

3078 広島県広島市安佐北区亀山

女 70歳以上

「自然」を とにかく「大切」にする 。そんな太田川にしていったらいいと思う
もっと遊具など を 増やしたりして川でたくさん遊べる 環境になったらいいなと思います
自然災害は切っても切り離せないことなので、いかに自分たち が意識を 高めて日々
過ごすか？というところが重要です。そのために情報収集や洪水が起こっても堤防が
壊れないよ うに今のうち から強化すべきだと思います。そして川を 水を 大切にして、
子ど もたち が安全に水遊びができたり、動物たち も暮らしやすいよ うにしていかなけ
ればならないと考えています

川原が多く，草木も多く，川らしいところがない

土手・河川敷を 整備してもう少し人が楽しめる よ うな場にしてほしい

私は河戸に住んでおります。現在の川は浅く，水量も少なく，川原が多く，河川敷と同 皆が集える 場所としてカ ヌ ーによ る 遊び、，子ど もが水遊びができる 場所、川原を
3079 広島県広島市安佐北区亀山

男 70歳以上

様な高さもあり，その上樹木草が茂り，大変見苦しく川としての魅力が全くなく，洪水後 利用したイ ベン ト広場的な施設など 、親水公園的な水辺の学校を 作りたいと思って
はゴミが満艦飾のごとくかかり，見苦しい限りです。これでは母なる 太田川になじむこ おります。子ど もが野球を したり、高齢者がグラ ン ドゴルフを したり。時にはオープ
とを 拒否されている よ うです

ン カ フェ を 開いたりと、人々が楽しく集える 太田川にしたいと願っております

広島は「川の街」なので、街と川の共存がうまくいくことを 望みます

3080 広島県広島市中区白島中町

男 40代

3081 広島県広島市安芸区中野東

女 70歳以上

年々整備が進んでいる と思います

3082 広島県廿日市市大野町宮島口上

男 70歳以上

川が汚れて川床の砂や石が黒くなっている

3083 広島県広島市安芸区中野東

女 60代

3084 広島県広島市東区上温品

男 60代

3085 広島県広島市湯来町麦谷

女 20歳未満

3086 広島県広島市安芸区中野東

女 20代

このたびの広報は色々新しいことが分かって大変よ かったです。河川の整備に多く
の方が尽力されている のですね
現在の太田川は全国河川の中でやや良好な河川環境と思うので，将来もこのレベル
を 維持してもらいたい

水質には万全にお願いします
魚介類が豊富に収穫できる 豊かな河川になってもらいたい

結構キレイ で，魚や鳥たち も集まっている ところは，このままずっと続いてほしい。で 魚たち が増え、生き物にとって住みやすい川になってほしい。これからは悪いところ
も太田川の源流の川のほうにも目を 向けてほしい
整備といえばコン クリなど で固めてしまっている イ メージ。人間のためであっても生物
たち を 一番に考えた整備が必要

は直して今までの太田川でこれからもあってほしい
雑草ばかりの緑ではなく、魚など 住みやすい環境になる よ うにしてほしいです

やはり台風など の被害で上流域で水が氾濫し，防波堤など も崩れ被害にあわれてい 下流域のオープ ン カ フェ を 何回か利用させていただいたことがあります。川のそば
る 家を 見かける ことがあります。そのよ うなときに災害対策としてど うしたらよ いの
3087 広島県広島市南区皆実町

女 30代

で過ごす心地よ さ、時間のゆったりとした流れなど とても気持ち よ かったです。このよ

か。また，江田島のよ うに（昨年）断水になった場合，ど う考えたらよ いのか。皆が日 うに川に行く機会・触れる ことのできる 場所がもっと増えていけばいいなあと感じてい
ごろから考えていく必要がある と思うので，このよ うな折込チラ シはそういう意味でと ます。そうする ことで市民（住民）も川に対して関心を 持ち 、自分たち がど のよ うに関
わっていけばよ いのか考える ことができる のではと思います

てもよ いと思いました。
3088 広島県呉市和庄登町

女 50代

下流域も割合川沿いに緑が多く，散歩など する と心安らぐ 感じがします

3089 広島県広島市佐伯区海老園

女 30代

中国地方最大都市である 広島市でシン ボル的存在

下流域でも昔懐かしい川の風景が部分的にでもよ いから復元される と嬉しいです。
子ど ものころ遊んだ川のよ うに、生き物たち を 直に触れられる よ うな・・・
親しみある 川。子ど もが遊びたい、子ど もを 遊ばせたい川

広島市街部を 流れる 太田川（派川を 含む）は太田川放水路の改修で戦後の不法占
3090 広島県広島市中区舟入幸町

男 60代

用を 整理され，今は高潮対策事業を 実施されている が，以前と比較し，洪水と環境

高潮対策を 完成させ、不法係留を 一掃し、護岸を 公園化すれば憩いと潤いのある

面から見違える ほど の安心で綺麗な河川になっている 。今後一層の憩いの区間とし 緑の水辺として水遊びや水泳ができる すばらしい太田川となる
て活用する 場所としたい
私の子ど ものころ（昭和２０〜３０年代）に比べて随分水量が減り，水質も悪くなりまし まず水量・水質の確保（上流部の森林の保全、老朽化したダムの解体？など に努め

3091 広島県山県郡安芸太田町川手

男 70歳以上

3092 広島県比婆郡西城町入江

女 50代

3093 広島県広島市安佐北区可部町今井田

女 50代

た。また，護岸工事が進み河岸がコン クリートで固められ，まる で水路のよ うな感じ
によ みがえらせたいものです

の姿が望ましいと思います

花火大会の会場。広島県で一番ひらけた川

しじみが取れたり、子ど もが自然に親しめる 環境であってほしい。きれいな川

２年前の洪水は温井ダムの放水を 人的に行なったためであり，人的に水を ためる こ
とは反対！自然のまま水を 流していれば２年前の洪水は起きていない
下流域都市部の整備は大変よ いと思います。中・上流は人影も少なく寂しい。なんと

3094 広島県広島市安佐北区口田

70歳以上

る ）に努めてほしい。また、護岸工事に際してはできる だけ自然の石で堤防を 築き、

がします。お互いに知恵を 出し協力し合って，かつてのよ うな清流と緑に覆われた川 水辺の植物が茂りやすいよ うな工夫を していただきたい。川はできる だけ自然のまま

か水に親しめる 場を 作ってほしい京橋川工兵橋→白島の左岸は大変よ い雰囲気。
花見の時だけでなく，常時食べ物の店があってもよ いのでは

ダムなど の人工的に水を ためる 施設の撤去を 強く望む

発電所間を つなぐ 導水間の中に本流が流れている といわれます。中所有留結城の
水量を もっと多くする ことを 望みます

3095 広島県山県郡安芸太田町才中得

女 20歳未満

水もきれいでいいと思う

生き物がたくさん住んでいて、遊ぶところがある 太田川

3096 島根県那賀郡金城町長田

男 50代

川が広いのでよ い

もっと生物を 育ててほしい

大雨が降ったりする とゴミとかがものすごく流れている のを 見たりする ので，もっと上
3097 広島県広島市南区東雲本町

女 30代

流の方から気を つけて（ポイ 捨て）ゴミが出たりしないよ うにしないといけないと感じ
ました

上流〜下流まで子ど もたち （大人も）が安全に遊べる くらいきれいな水域であってほ
しいです。カ ヌ ーとかカ ヤックで太田川を いけたら楽しいと思います

3098 広島県広島市安佐南区緑井

男 70歳以上

小さなステージ，スポーツ 広場，３０m〜４０ｍくらいがたくさんあったら嬉しい

3099 広島県広島市安佐北区口田

男 40代

川そのものよ りも堤の道路（県道３７号）の整備を してほしい

もう少し水がきれいになる よ うにと思う

3100 広島県広島市中区堺町

男 30代

イ カ ダくだりなど ，市民のイ ベン トなど でよ く利用される 身近な川だと思います

天然のアユやウナギ、サクラ マスなど が生息する 環境になってほしい

3101 広島県広島市安佐南区長楽寺

男 50代

広島市のデルタ地帯の中で，河川は広い空間を 占めており，「水の都」として美しい

今後河川に望むのは、多くの生物が生息できる よ う、水質の保全に努める べきであ

地域を 形作っている と感じている 。また，水道水も安心して利用できる と思う

る と思う。県民一人一人が河川を 大切にする よ う啓発が行なわれる ことを 望みます

3102 広島県広島市安佐北区亀山南

男 70歳以上

3103 広島県広島市安佐北区亀山南

男 60代

・中流域において水辺の賑わいの場として整備してほしい・柳瀬キャン プ 付近の整備

にごった水がよ く流れる

を してほしい

泳ぎたい場所が遊泳禁止になっている ため泳げない。禁止でなければ賑わいもある 右岸・左岸の整備と川の中の整備を してほしい。水の流れを よ くする 、川の水を きれ
と思う。川幅の中に物が多すぎる

いにする

太田川全体は広くて分かりませんが，私ど もの住んでいる 太田川は散歩コースもあ
3104 広島県広島市安佐北区亀山

女 70歳以上

洪水のため堤防強化。安芸大橋→祇園大橋間の右岸幅員を 強化し車道にする

り，年に２回草刈もしてくださります。でも最近は大雨の後の川の流域が大変な変化
を して毎年水鳥がたくさん来ていたのが，最近は見れません。水鳥や川魚がたくさん
住める 太田川を 望みます

74/76

河川敷の整備やせせらぎ公園のよ うな水辺の自然に人が集まる 安心して遊べる 川
づくりを 願っています。とにかく色々な災害に強く、オープ ン カ フェ ・水辺のコン サー
ト開かれる のが理想です

Ｎｏ ．

住所

3105 広島県広島市佐伯区皆賀

3106 広島県広島市安佐北区口田南

性
別

年
齢

男 50代

男 30代

問４

問５

太田川水系の多角的分析を 通した普遍的価値の発掘と発見作業を 精力的に進めて
いくことが不十分である と考えます

太田川文化圏の創造を 現代的に考え、社会的・経済的・文化的・また教育的意義の
深い、なおかつ自然遺産としての価値も大きい存在として人々から愛され親しまれる
こと

上流はまだきれいだと思いますが，下流のゴミが気になります。魚も一昔前に比べて もっと自然な川になってほしいです。ダムによ る 恩恵は理解している つもりですが、
釣れなくなりました。少し寂しいです

ダムによ る 弊害も考えて今以上にいい川になってほしいです

・都市部を 流れている 河川にしては良好な水質を 保っている ・河川敷の利用者が多

3107 広島県廿日市市四季が丘

男 40代

3108 広島県広島市安佐北区亀崎

男 60代

3109 広島県広島市中区舟入本町

女 20代

3110 広島県廿日市市八坂

男 60代

森林の整備など を 計画的にして県民に知らせ意識向上を はかる

県民のものという考え方が乏しい。アピ ールする とともに市町村の自覚必要

3111 広島県呉市川尻西

女 30代

災害について，もっと安全性を 考えていかないといけないと思う

自然と遊べる よ うな設備を もっと取り入れる べき。川を アピ ールしたらいいと思う

3112 広島県東広島市志和町内

男 50代

小さな川支流についても漁道の整備を してもらいたい

3113 広島県東広島市黒瀬町小多田

女 70歳以上

防波堤の設置

3114 広島県広島市安佐南区上安

男 70歳以上

いと思う。・上流部は多くの自然が残っている と思う

・災害が起こりにくい河川（堤防の強化）・良好な自然環境（景観・水質）の保全

川のある 街はすばらしい。しかし，広島は低地である ことを 認識し，川と共生できる

市民の憩いの場となる よ う、景観に十分留意して整備してほしい。過去の災害を 検

街であってほしい

証し、「もし・・・」にも対応できる 対策を 早急に実施してほしい

雨、とくに大雨時など に道路など が保護され雨水が川に流れ込める 場所がなくなり大
災害が起こる ため、中上流域で氾濫してもよ い場所を 設けておく必要がある （方法
については考えなければいけないが）

山口県岩国市の錦川と比較する と周辺が何か物足りない気がする （以前山口県に
居住していた者）

周辺整備を してほしい。ふらっといって川を 眺めていられる よ うな・・・

私は中流域にR１９１を 隔て，８０年以上住んでいる 。戦前よ りたびたび洪水に会っ
3115 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 70歳以上

た。S47年大洪水で家屋すべて流出，高台に移転。戦前と戦後を 比較する と集中豪

ダムの放水のあり方。（地形上、河川改修には限りがある ）人命優先で発電用ダムも

雨と多くのダムが作られ水流は１/３以下。小洪水によ る 川床の更新はない。ダムは 改める べき。このことは戦前と比較して特に思う
放水を 柳へ一気に放出。中流域では各支流の自然流と重なって被害を 大きくする

3116 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張

男 70歳以上

3117 広島県広島市安佐南区安東

男 40代

・以前は見渡す限りアユ採り者の姿があったが，近年見えないのがさみしい・上流に 国道沿いの雑木が茂っている 箇所が相当見受けられる が、何とか整備する ことに
幾多のダムが建設されている が，放流についてはよ く調整されている と思う

3118 広島県広島市中区白島中町

男 40代

3119 広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台

女 20歳未満

3120 広島県広島市中区上幟町

男 70歳以上

※便箋４枚のため別紙

3121 広島県広島市湯来町麦谷

男 20歳未満

太田川はきれいなところばかりだけど ，場所によ っては汚いところなど がある

よ り川の景観がよ くなる と思う

災害が来たとしても少しの対応ですむよ う、対策を よ くしておく。自然を 作る

生き物がたくさん住めてこれからもこのままのきれいな水だと泳いだりできる の、，自
分自身気を つけていきたいです

２年前，床下浸水になり，車の廃車になりました。橋にゴミがかかり，水が上がってき
たと思われる が，水が急に増え，急に減る のは自然増減にはありえない。ダム放流
3122

女 50代

が考えられる 。中電に電話する と，国土交通省だといい，国土交通省は放流してい

・川底の見える きれいな川・子ど もが遊べる 安全な川・洪水が起きない川

ないという。泣き寝入り。実際はど うなんだ。今後洪水が起きたときの責任転嫁はや
めてほしい
3123 広島県山県郡安芸太田町下殿河内
3124 広島県広島市西区己斐上

男 20歳未満
60代

川の水が汚れている よ うに見える

油など を 出さないよ うにする

地震，洪水，水害に災害対策強化，火災

きれいな水。川で泳いだり水遊び、生物生息、緑化
もっと水を きれいにして水が増える といい

3125 広島県広島市安佐北区安佐町飯室

男 20歳未満

水がきれい，水が少ない

3126 広島県広島市南区皆実町

男 50代

整備されたところとまだされていないところとの差がありすぎる
豊富な水量で水もきれい。水辺にはグラ ン ドやゴルフ場もあり、憩いの場所になって

3127 広島県広島市安佐南区東原

女 30代

いる 。でも、ペットボトルで販売される ほど きれいな水だということは、今回はじめて
知りました

3128 広島県広島市西区井口

女 30代

3129 広島県東広島市高屋高美が丘

女 30代

水量が増える と、ゴミが遊歩道に散乱しています。

・ベン チなど 、休憩できる スペースを もっと増やしてほしい・街灯を もっと明る くしてほ
しい
益々きれいな水の供給を お願いしたい。あと、気になる のはやっぱり災害。川沿い
に住む者として安心して暮らせる よ う、災害に備えた情報提供を お願いします
市民の意識を 高める コト

普段は身近に感じないので、こういった広報活動や、子供、親など が触れ合え、勉強
できる よ うなイ ベン トを 企画してもらえたら参加して親しみたい。水はなくてはならな

市民、県民が親しめる よ うな、きれいな川になってほしい

いものだから無駄使いせず暮らしていける よ う啓発運動も盛んにしたい。

3130 広島県広島市南区皆実町

男 60代

3131 広島県広島市南区宇品東

女 60代

3132 広島県広島市安佐北区口田南

女 40代

3133 広島県広島市南区堀越

女 30代

広島県では、一番安定かつ安心な整備と水量が豊富である 。利用の用途や他地域
への供給もできる 貴重な水系である 。
大変きれいなお水が流れている 川なので、良い所に住んでいる なと思います。ボト
ルドウオーターは知らなかったので意外でした。飲んでみたいです。

自然な生物の生息できる 環境整備を さらに進める べきである
自然災害に対応出来る よ う、しっかりした工事を 望みます。遊べる 川もいいですが、
事故の起こらないよ うに。広島の川はとてもきれいですが、猿侯川は（的場付近）あ
まりきれいではないです

下流しか見たことがないので、あまりきれいなお水の川だと思ってないのが、正直なと きれいな水辺で川を テーマにしたイ ベン トなど があったり、もっと親しむ機会が持てた
ころです。

らいいなと思います。

豊富水量を 生かした水力発電など 川のエネルギーの有効利用がされている が、災

3134 広島県広島市安佐南区長束西

男 30代

3135 広島県広島市中区基町

女 50代

魚、汚い水に棲む魚と区別していました。今でも印象に残っています。太田川の水は 今のままで十分良いのではないでしょうか？

3136 広島県広島市安佐北区亀山

男 20代

汚い

きれいになってほしい

3137 広島県広島市安佐北区亀山

女 20歳未満

生物が少なくて泳げないから楽しくない

泳げて、生物がいっぱいいて、きれいな川になってほしい

害対策が不十分な為、不安を 感じて生活する ことになっている 。

安心して暮らせる 近辺の生活環境を まず望みます

何の行事であったかは覚えてないのですが、魚を 水槽に入れて、きれいな水に棲む
思ったよ りもきれいなのですね。

森林と河川と海域がよ り一体的に整備されてる 太田川になってほしいです。
行政の垣根を とっぱらった革新的な河川整備を 望みます。
・水力発電によ る 過剰な取水がなされてる 川というイ メージ。
・水の都を 創出している というメリットと、常に高潮の危険性にさらされている デメリッ
3138 広島県広島市安芸区矢野西

男 40代

トを あわせもった川というイ メージ。
・その割に市民は「あんなに（高潮区間の）河川堤防がしっかりしてる んだから大丈
夫じゃろう！」と勘違いしている イ メージ。

・高潮対策への取り組みの強化、危険性のさらなる PRを 望みます。
・過剰な電力取水を せめて全国平均レベルまで戻してほしいと考えます。
（そういう意味で２３日の懇親会の委員さんに電力関係の専門家の方がおられな
かったのは非常に残念です。）
・広島市民にとって「あって当たり前」となっている 水辺空間、、、こんな貴重な水辺空
間を もっともっと市民が「太田川があって本当にありがたいよ ね。」と実感できる 太田
川となる よ うなPRや市民活動との連携を 望みます。
ち なみに私もPPC（ポップ ラ ペアレン ツ クラ ブ ）のメン バーですが（笑）

3139 広島県広島市西区南観音

女 30代

3140 広島県広島市安佐南区毘沙門台

男 40代

透明度が低い。

もっといろいろな生物が住みやすい川にしてほしい

広島市は元よ り近隣都市の重要な水資源である ことを もっと国も理解し、河川近隣
の涵養林を 増やし、無駄な林道を 造らず、懐の深い流域確保を 考えていってほし

Ｑ４と同じ

い。未来の子供たち のために

自転車で護岸道路を よ く走ります。高瀬堰よ り下流のごみの多さに
3141 広島市安佐北区

女 50代

辟易します。舟が置いてある のを 見かけますが、あれは個人のものですか。冬に
通ったら呉市の取水場のあたりで明らかに自分の舟用に除草剤がまかれていまし
た。飲み水に混ざ ったらと思うとぞっとしました。もっと監視を 。

3142 広島県広島市安佐南区長束

男 40代

ダムによ る 取水が多いのか根の谷川の水量は小川くらいになります。これでよ いの
でしょうか。魚道も設置してほしいし。戸坂の辺りの岸では春になる と菜の花が満開で
とてもきれいです。川辺に生えている 木もあってとても素敵です。

高潮対策だけで無く、小さな子供も安心して水遊びができる 環境（設備）が充実した親

市民が親しめる 環境では無い。

水護岸

75/76

Ｎｏ ．

住所

性
別

年
齢

問４

問５

ち ょうど 先日「広島市内にかかる 橋が坂になっている 理由」を ＲＣＣのテレビ 番組で
やっていた。洪水に備えて堤防が高くなっている ため、橋は堤防の高さ以上になって
いる というものであった。何気ない景色に関する 疑問であっても、災害に関する 広
報になっていたと思う。
災害を 防いだり、川を きれいにする ことについては、ハード面を 整備を すればよ い
このチラ シを 見る までは、特に考えたことはなかった。最近「高潮」「洪水」とニュース わけではないと思う。
3143 広島県広島市安芸区瀬野

男 20代

等でよ く聞くが、広島市内の自分のよ く知る 地域で起こりうる とは、実感がなかった。 「川のど 真ん中に木が生えていたらど うすればよ いか？また、川の安全性に問題が
ないか？」「災害時の土のうは、ど のよ うに入手すればよ いか？」など 川に対して疑

災害に強いまち づくり必要だと思う。

問に思うことがあっても分からないことが多い。それは、市民の疑問を 解決する 実践
的な広報が少なかったり、広報が効果的になされていないのではないでしょうか？
市民にさらに関心を 持ってもらえる よ うに、今まで以上の広報が必要ではないかと思
う。その中でも今回のアン ケートチラ シのよ うに、新聞広告によ る 広報は、効果的で
ある と思う。また、太田川に限らず今後も行って欲しいと思う

川のすぐ 近くにすんでおります。早朝は散歩する 人、通勤通学ににぎわう出勤時、
3144 広島県広島市西区東観音町

女 50代

夜のジョ ッギン グ、川辺を 人が行きかい、ベン チでの休息は風が心地よ く気持ち が
和みます。私にとっては生活の一部であり、季節を かんじる ことのできる すばらしい
相棒です。

3145 広島県広島市安佐南区長束

女 50代

おいしい水が飲めて広島へ住んでよ かったと思います
時折川のゴミ等を 拾っている 舟を 見ます。心無い人たち が多すぎる からゴミや空き

3146 広島県広島市西区鈴が峰町

女 60代

缶がとても多いですね。又、ペット（犬や猫）の散歩となっている 川岸、見た目にもと
ても良いことですが、マナーのある 飼い主がど れだけいる のでしょうか・・・

3147 広島市南区
3148 広島県廿日市市大野町宮島口東

男 30代
女 30代

3149 広島県広島市安佐北区可部東

男 30代

3150 広島県広島市西区鈴が峰町

女 20歳未満

3151 広島県広島市安佐北区安佐町後山

男 70歳以上

3152 広島県広島市安佐南区八木

女 30代

3153 広島県広島市湯来町白砂

女 30代

3154 広島県広島市安佐南区西原

川の水の量が少なく、自然と親しめる 場もあまりないと思います

住んでいる 人が、道路の歩道を 歩くよ り、川辺の道を 歩きたくなる よ うに川辺の道を
整備してほしいと思います。そうすれば川を 愛し維持する 気持ち がわくのではないで
しょうか
災害対策を 行なってもらって、安心して暮らしたい
街中でタバコのポイ 捨てなど 法律で裁かれる よ うになりました。川へのゴミや空き缶
の投げ捨てや、又ペットの「フン 」の持ち 帰りを しない飼い主に対しての法的（例えば
罰金）な措置はないのでしょうか？そうすれば、もう少し多くの市民の憩いの場となる
のではないでしょうか
これからも、良好な水質を 保ち 、人々が満足できる いい環境を 作り、自然と親しめる
場を たくさん整備してほしいと思います
私たち や子ど もたち が太田川に親しめる よ うに設備・整備してほしいとは思っている

ほぼ満足しています

ものの、生物・植物・自然が大幅に崩れる よ うなことはやめてください

昔は川がすく近くにあり、自然も豊富だったが、低水敷ができて、無機質な川になって
しまった
水害が一度起きたら厳しいよ うなので、対策を がんばってほしい
ゴルフ場は業者に委託せず市が管理してサッカ ー場にして、子供・市民に開放したら
よ い。整備費に、使用料を 少し取ればよ い
私の家からはせせらぎが近いのですが、小さい子ど もがいる 私にとってはとっても良
いと感じます。

世界一の川になってほしい
災害を なくしてほしい
船を 観光に利用する 。水の量を 増やすこと
他の場所でも子ど もたち が安心して遊べる よ うに整備されたところが増える と嬉しい
です。太田川の河川敷にスケートボードパークなど コースができたら最高です。子ど
も、大人が一緒に遊べる 場所

上流の川はきれいだけど やはり下流に連れてゴミが多くなっています。一人ひとりが 子ど もたち が安心して川遊びができる 場所があればいいなあと思います。きれいで
ゴミは捨てない、という気持ち を 持ってほしいですね

浅くて子ど もを 見ていられる ところが。親には日陰があればとてもありがたいです

女 70歳以上

①太田川の上流で治水ダムの建設を する ②可部町よ り下流の堤防を 強くする

①治水は安全か②皆で遊べる 川づくり③川の中の樹木を 整理する

3155 広島県広島市安佐北区可部町綾ヶ谷

男 20歳未満

少し大雨が降る とすぐ に周りに水があふれる

3156 広島県広島市安佐南区西原

女 20代

太田川の災害対策に関して十分検討しなければならないことがわかった

最悪の状態を 考えてこれからも太田川災害対策を 考えなければならない

3157 広島県広島市安佐北区真亀

女

通勤時に通りますが、景観は所々樹木が汚くなっている ときがありまして「ど うかな

人が集まって賑わいの場となればもっと美しさがわかってもらいえる のではないでしょ

あ？」と思われます

うか

川幅や川床を 拡げて川から水があふれないよ うにして魚など たくさんの生物が生息
できる よ うになってほしい

とにかく川のそばの家の近くだけでも早くきれいにしてください。困る のはそばの家だ
川のそばの竹やぶ「カ 」が多くて困る 。虫がとても多い。やぶ蚊とても多い。草、竹や けです。遠くの人は困らない。近くの人だけ「草、木、虫、カ 、ガ、くも」にいつも悩まさ
3158 太田川岸

ぶを 早く切ってほしい。老人は困る 。大水のため石が流れ下水の道など がふさがっ

れています。草刈りだけでもしてほしいです。大雨のときは家が流されそうになりま

て流れない近くはとても悪臭がする 。

す。川岸の木を 切ってほしい。民家は困っている 。小さいときに切れば大きくならな
い。大雨のとき木の葉が飛ぶ。「トイ 」が詰まる 。雨が漏る ので早くしてほしい

3159 広島県広島市安芸区中野

男 60代

3160 広島県廿日市市福面

男 60代

3161 広島県安芸高田市吉田町竹原

男 70歳以上

3162 広島県呉市晴海町

女 60代

汚い。ゴミやヘドロ を 除き、砂を 入れてほしい。特にエン コウ川、京橋川の中心部
水質も良好なよ うで、多くの生物も生息している よ うだし、今のまま以上にきれいな川
を 保ってほしい
日頃通ってみる 川では大丈夫だろうと思っていたが、こんなところがやられる か？と
思った。堤防でもこんなところがと…

小生、子供の頃のよ うに、夏には子ど もの泳ぐ 姿や飛び込み台など を 作り、西瓜流
しなど もする 様子が見たい。平和都市としてほほえましくないか
沿川の緑を 増やして川で泳いだり,自然を 楽しめる 川にしてほしいとおもいます
親水川となる よ うな整備
車の交通のため川は不利となる 点もある が、他都市に比べて利点である ところもあ

元安川親水テラ ス付近の整備はとてもよ い

る 。今後のアン ダーパス整備を 期待しています。川の存在を 特徴とした親水計画を
期待しています

3163 広島県呉市音戸町渡子

女 20代

おいしい水を 毎日のめる のでありがたいです。釣りができたり、水遊びができたりす

災害が起こったとき、できる だけ被害が出ないよ うに、堤防を 強化したらど うかと思

る のはとてもいいと思います

います
今後あらゆる 所の下水道整備や不当な排水を する 企業、個人の取り締まりや指導
を 強化し自然の力を 使い浄化作用のある 環境を 作る とともに、人と知恵を 出し合っ

3164 広島県呉市下蒲刈町三之瀬

女 40代

本来の水は澄んでいる が、太田川の水は灰色です。この色が日常であり、自然の色 て下流でも澄んだ水流の太田川になる よ うに努力を してほしい。治水を しつつ自然
に近い環境を 作り出す。反対の作業は大変だと思うが大切なことだと思います。水の

という感覚になっている のが悲しく思えます。

ことは川だけでなく周りの山や海のことを 含めて大きな視野で考える ことが必要と思
います

3165 広島県廿日市市玖島

女 50代

3166 広島県広島市東区牛田新町

男 20歳未満

リバークルーズを 行なうにしては水量が十分でない気がしています

水が汚くて流木が多いところもあり、ゴミも多い。だが、水上交通の便が良くて利用し
やすい
大雨によ る 洪水で孤立する 集落がある 。県道宇津可部線、下佐東線を 上手に利用

3167

男 50代

し、橋梁を かける ことで解消できる 。道路兼用護岸を もっと高く強固なものにし、川の
中の樹木の伐採、撤去を 進める 。下流域ばかり整備する のではなく中流域、上流域
の整備を もっと進める こと。

3168 広島県広島市安佐南区緑井

女 40代

3169

男 30代

3170 広島県広島市西区己斐本町

女 30代

上流と下流に住む人の交流がある と良い。水と山林とは切り離せないと思います。川
のみを 見る のではなく、全体的な地域づくりが必要なのではないでしょうか
水がきれいで親しみやすい川になる こと
河川管理者として、いろいろ制限を 加える ことはいいけれど 、自分たち （管理者）が
施工する 場合、結構自由にやっている 。もう少し他の機関が工事を する 場合、協力
的になってもいいのでは。管理者ならもっと積極的に地域防災会議など に参加し、地
元の声を 聞くべきである 。机についている だけではだめだ。ダムの放水にしても大雨
のとき、サイ レン も聞こえない。現場で大雨のとき聞いてみろ

・幅が広い ・ゴルフ、多目的広場があり有効利用されていていいと思う

もっと多くの用途で使われていもよ いのでは。太田川の花火大会がなくなったのは残
念です

太田川を もっと世界にアピ ールして舟で川くだりやリバークルーズなど やって川の魅
にごった魅力のない川

力を 観光を 通して広めてほしい。今現在もリバークルーズはある かもしれませんが、
もっと価値のある リバークルーズで集客してみたらいいと思います

川中の木、草、橋のたもと穴が開いている 。川への入り口など も側がくずれそう。口
3171

40代

が開いている 。近隣の所だけでも草刈り木材の片付けなど してほしい。竹やぶの切り
こみなど してください。畑に入って困る 。川面の竹を 早く切る こと。毎年竹が多くな
る 。竹やぶのため下水の流が詰まる 。ふさがってしまう
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見渡せる よ うな川、ゴミのない川。水辺で少し遊びができる よ うな川。もう少し川底を
下げて流れを 早くする 。石を 側に寄せる 。「大きな石・砂を 取る 」もう少し流れを 早く
する 。水の流れを 真ん中にする 。狭くても良い

