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1 広島県広島市西区東観音町 男 60代

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

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

近にもほしい

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

2 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム 男 50代
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

する意識を持ってもらいたいと思います
人々が自然に親しむようなきれいな川を望みます

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
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？

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

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。道路５ｍ上に作るという話を聞いたけど？

6 広島県広島市東区牛田旭 男 40代 このパンフレットを見て、自然豊かな環境だと知った これからも素晴らしい環境をお願いします

7 広島県広島市佐伯区皆賀 男 60代

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

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

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

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

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

す。下流も中流のようにする。最下流の河畔に配慮必要

8 広島県広島市西区草津新町 男 50代
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

思う

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

い

9 広島県広島市佐伯区薬師が丘 女 30代

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、

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。

水質・周囲の目などなど・・・

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

10 広島県広島市東区牛田中 男 70歳以上
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

が非常の場合の堤防の強化を是非お願いしたい
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

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
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

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 人が集まるきれいな川

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
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

14 広島県広島市佐伯区利松 女 30代
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

（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・・・）

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

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

15 広島県広島市佐伯区藤の木 女 50代 シジミが取れるようになればいいと思う

16 広島県広島市佐伯区薬師が丘 男 50代 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
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

17 広島県広島市佐伯区五日市中央 男 30代
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
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

18 広島県広島市佐伯区五日市中央 女 30代
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

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

19 広島県広島市佐伯区海老山南 男 50代

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

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

的機関が許可を出しているのか？絶対に止めるべき

山奥の渓流のような川になれば・・。不可能ですよね

20 広島県広島市佐伯区隅の浜 女 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？

21 広島県広島市佐伯区観音台 男 60代
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

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

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
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

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 防災時の対策についてよく周知、徹底する

24 広島県広島市安佐南区高取北 女 40代
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

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

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

な太田川になればいいなと思います

25 広島県呉市焼山松ケ丘 女 20代 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
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

26 広島県広島市安佐北区 男 50代
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

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

27 広島県広島市安佐北区真亀 男 70歳以上

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

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

なった

もう少し放水路以外にも流量を増やしてください

28 広島県広島市安佐北区 男 70歳以上
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、

平野にはない美観あり

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

生かされているのだと感謝した

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

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

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

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

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

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

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

32 広島県広島市安佐北区 男 60代

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

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

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 放置自転車がなくなりきれいになりました 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
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）
樹木等緑の多い沿岸にしてほしいと思います

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

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

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

40 広島県広島市安佐北区真亀 女 20歳未満
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

体の環境がある程度守られていると感じています

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

41 広島県広島市安佐北区倉掛 女 20代

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

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

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

42 広島県広島市安佐北区 男 60代 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
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

43 女 40代
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

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

44 広島県安芸郡坂町平成ケ浜 男 40代 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

Ｎｏ． 住所 問５問４
性

別

年

齢
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45 広島県広島市安芸区中野東 女 40代
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

以上に大変なことだと感じている

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

なことを想定して環境整備してほしいです

46 広島県広島市中区吉島西 女 70歳以上

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

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

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！

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

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）

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

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
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

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

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

50 広島県広島市中区東白島町 男 50代
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

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

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

ためないで下流に流してほしい

51 広島県広島市中区西白島町 男 60代
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
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

52 広島県広島市中区光南 女 20歳未満

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

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

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

53 広島県広島市中区袋町 女 40代 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 水質が今より悪くならないようのぞみます

54 広島県広島市中区銀山町 女 50代

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

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

合いが出来る行政のシステムを作る必要があると思う

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

55 広島県広島市中区吉島東 女 60代

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

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

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

どうでしょうか？

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

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

56 広島県広島市中区千田町 男 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

57 広島県広島市中区舟入南 女 60代 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

60 広島県広島市南区宇品西 男 30代

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

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

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

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

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

64 広島県広島市南区 男 70歳以上

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

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

ると思います

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

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

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 きれいな川

66 広島県広島市中区白島北町 男 50代
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
夕涼み・貝掘り・散歩等で人々が集う川になるように！

67 広島県広島市南区丹那町 男 50代 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 次世代へこの川の恵を継承していきたいです

68 広島県広島市南区皆実町 男 60代
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

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

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

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

69 広島県広島市南区宇品海岸 男 60代 水質もよく周辺整備も出来ていいと思う
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

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

70 広島県広島市南区元宇品町 男 60代
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

望、無理なら有料で）

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

の発生しにくい河川

71 広島県東広島市高屋町小谷 女 60代

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

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

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

いました

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

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

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

です

72 広島県庄原市尾引町 女 60代
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

あります。それを整備すれば美観もよくなると思います。

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

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

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
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

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

がっかりします。休日はレジャーボートの音がうるさい

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

土手をウォーキングしていますので）

76 広島県広島市中区平野町 女 50代

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

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

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

77 広島県呉市宮原 女 30代

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

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

考え対策していきたいと思います

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

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

たいですね

78 広島県広島市安芸区矢野南 女 40代

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

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

80 広島県呉市天応大浜 女 40代

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

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

害への啓発活動されたらいいのでは？

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

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

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

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
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

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 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

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
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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86 広島県広島市安佐北区可部 女 30代

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

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

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 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

88 広島県広島市安佐北区亀山 男 70歳以上
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

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

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

知りたい

89 広島県広島市安佐北区三入 男 70歳以上
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

異なり美しさに欠ける。支流を含め水質の汚染がひどい

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

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

90 広島県広島市安佐北区安佐町小河内 女 40代
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

まつ人々のマナーの悪さなどが目に余るときがある

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）

91 広島県広島市安佐北区可部 男 70歳以上
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

川です

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

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

92 広島県広島市安佐北区亀山南 女 60代
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

93 広島県広島市安佐北区亀山南 男 70歳以上
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

ろしくお願いします

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

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

94 広島県山県郡安芸太田町坪野 女 50代

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

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

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

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

「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

みのある川になると思いますし、そうなってほしいです

95 広島県山県郡安芸太田町柴木 男 30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

96 広島県広島市安佐北区可部 男 70歳以上
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

97 広島県山県郡北広島町大暮 男 60代

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

99 広島県広島市安佐北区可部東 女 60代

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

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

ましょう

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

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

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

100 広島県広島市安佐北区三入南 男 70歳以上 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
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

作り出すことにもなる

101 広島県広島市南区仁保 男 70歳以上
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

してほしい

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

流量を調節できないか

102 広島県広島市南区翠 女 30代
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

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

103 広島県広島市南区翠 男 50代
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

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

104 広島県広島市南区東雲本町 女 70歳以上

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

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

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

105 広島県広島市南区丹那新町 男 50代 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 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

106 広島県広島市南区旭 女 30代

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

意識付けていかなければならないと思います

良好な水質を保った川でいること

107 広島県広島市南区皆実町 男 50代
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

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

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 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

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
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

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
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

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

112 広島県広島市安佐南区中須 男 70歳以上
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

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

113 広島県広島市安佐南区川内 男 50代
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？

114 広島県広島市安佐南区 男 70歳以上
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

115 広島県広島市安佐南区 女 50代 太田川近くに住んでいるので洪水が心配です
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

お願いします

116 広島県広島市安佐南区西原 女 40代
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。

安佐南区周辺ももっと歩道をきれいにしてほしい

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

せないと思う

117 広島県広島市安佐南区西原 男 60代
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

がけたいものだと思います

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

民に広報してほしい

118 広島県広島市安佐南区高取北 男 70歳以上

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

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。

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

がない

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

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

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

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

119 広島県広島市安佐南区大町西 女 20代 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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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

える。水が汚い。ボートがたくさんある

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

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

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

る素晴らしい川だと思っています

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

るかは人間の知恵と工夫でできそうです

122 広島県広島市安佐南区毘沙門台 男 20代
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

な川といえば太田川のイメージがあります

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

あってほしいと思う

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
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

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
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

125 広島県広島市安佐南区長束西 男 60代 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

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
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！

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
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

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

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

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

129 広島県広島市安佐南区中筋 男 60代

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

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

130 広島県広島市安佐南区東野 男 40代
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

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

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。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

133 広島県東広島市西条町田口 女 30代
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

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
氾濫しない、きちんと整備された川になってほしい

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

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

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

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 きれいな水を保つよういっそうの工夫、整備を望む

138 広島県広島市南区皆実町 男 70歳以上

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

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

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 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

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
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・・・

141 広島県広島市南区皆実町 男 60代 太田川、太田川水系の整備計画の広報をしてほしい

142 広島県広島市南区東雲 男 40代
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

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
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

ません

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

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

147 広島県広島市佐伯区倉重 男 30代 日本名水100選に選ばれたのは初めて知りました
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

148 広島県広島市佐伯区楽々園 女 50代
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
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

149 広島県廿日市市大野早時 男 60代 水量の少ない地域が目立ちます 護岸が軟弱そうなところも多々あります

150 広島県広島市佐伯区五月が丘 男 50代
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
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

151 広島県広島市佐伯区五月が丘 男 60代
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

152 広島県広島市佐伯区皆賀 男 50代
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

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

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

利用できるようにみんなで守っていきたいと思います

153 広島県広島市佐伯区五日市 女 60代

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

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

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

川であるように願っています

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。よく分かりませんが、山

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

なっているのではないでしょうか

154 広島県広島市佐伯区 女 30代
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

で行ってみたいと思った
子供たちと遊べるようなきれいな川を保ってほしい

155 広島県広島市西区鈴が峰町 女 30代
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
早めの災害対策をしてあげてほしいです

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

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

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

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

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 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

162 広島県広島市東区尾長西 女 50代
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
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

163 広島県広島市東区戸坂くるめ木 男 70歳以上
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

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

思う

164 広島県広島市中区鶴見町 男 70歳以上

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

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

プ場の出口が見苦しいので美的に改修する。

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

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

して河岸・川辺周辺で楽しめるようにしてほしい

165 広島県広島市東区福田 男 50代 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

4/76



Ｎｏ． 住所 問５問４
性

別

年

齢

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
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

しい

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？ 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

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）
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）

169 広島県広島市南区大州 男 30代
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

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

170 広島県広島市中区上幟町 女 40代
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

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

171 広島県呉市内神町 男 40代

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

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

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
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

するべき
子供の遊ぶところを多く作ってほしい

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
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

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

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

176 広島県広島市安佐南区沼田町伴 男 50代

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

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

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

気候の変化に伴い、安全基準の見直しを早急に行うべき

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 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

178 広島県広島市安佐南区 男 40代

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

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

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

179 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 50代
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

みづらい環境になっている

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

望む

180 広島県広島市東区牛田新町 女 70歳以上
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

181 広島県広島市東区愛宕町 女 40代 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

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

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

182 広島県広島市安佐南区大町西 男 40代

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

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

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

183 広島県呉市警固屋 女 20代
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

ければならない

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

いと思う

184 広島県広島市安佐北区安佐町小河内 男 50代
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

185 広島県呉市阿賀南 女 50代

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

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
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

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）
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

188 広島県広島市西区庚午北 男 50代
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

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

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

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
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

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

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

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

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

ました

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

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 みんなが心がけてゴミなど捨てないように

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

198 広島県安芸郡府中町柳ケ丘 男 60代

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

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・・？

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

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

ません

199 広島県安芸郡府中町柳ケ丘 女 50代 水質が良い上流の自然を守ってほしい
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

な水の流れを守ってほしいです

200 広島県広島市中区江波栄町 女 30代

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

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

のに意外で嬉しい驚きです

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

201 広島県広島市東区戸坂山根 男 40代

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

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

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

202 広島県安芸郡府中町大須 男 30代
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

川を意識することが少ないと思う

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

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
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

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

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

ス・交通タクシーの増便

206 広島県安芸郡府中町鶴江 男 50代

207 広島県広島市東区牛田新町 女 60代

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

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

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
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208 広島県広島市中区吉島新町 男 50代

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

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

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

らないほうが良い

209 広島県広島市中区広瀬町 男 70歳以上 都市を流れる川としてはきれいな水質を保っている。 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

210 広島県広島市安佐南区中筋 女 30代

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

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

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

変化しているから）

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

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

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。

211 広島県安芸郡府中町柳ケ丘 男 40代

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

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

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

だきたい

212 広島県安芸郡府中町柳ケ丘 女 60代
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

していました。そんな川になることを望みます。

213 広島県安芸郡府中町みくまり 男 70歳以上
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

い。

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

はいらないのでは？

214 広島県広島市安佐南区 女 70歳以上
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

るようにする事が大切だと思う

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

ます

215 広島県広島市安佐南区 女 50代 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

216 広島県広島市安佐北区安佐町久地 男 70歳以上

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

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

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

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）

217 広島県広島市中区大手町 男 40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。
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。

218 広島県廿日市市丸石 男 70歳以上

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

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

ることは市民のためです。

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

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。

219 広島県廿日市市福面 男 60代
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

とのみを中心にでき、美がない。

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

下流まで川に沿って道があると良い

220 広島県東広島市西条町御薗宇 女 60代

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、

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。

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。

221 広島県東広島市黒瀬町市飯田 男 60代 太田川水系の山林保護

222 広島県東広島市黒瀬町兼広 男 60代

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

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

(大切にする心）を持つことが大切だと思います。

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

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

緑豊かな町(街）広島を期待しています。皆で考えよう！

223 広島県東広島市安芸津町大田 女 30代

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

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。

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。

224 広島県山県郡北広島町都志見 男 60代
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

などを作ってやってほしい

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

をいれて管理・整備して、美しい西宗川にしたい

225 広島県廿日市市宮園 男 50代
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

せ、泳いだり遊んだりできる親水の場ともしてほしい。

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

川の整備・復活を望む

226 広島県廿日市市住吉 男 60代 漁業組合の力が強すぎる。特別組合員だけの占用
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！

227 広島県廿日市市串戸 男 50代
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。

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）

228 広島県廿日市市佐方 男 60代 春夏秋冬楽しく遊べる場を作る

229 広島県安芸郡海田町南昭和町 男 70歳以上

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

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

流入も気になる。

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

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

れば満点だ。

230 広島県広島市安芸区矢野東 男 30代 きれいである 自然災害を少しでも防いでほしい

231 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 70歳以上

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

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

来必ず飲料水不足が危惧されます。

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

232 広島県広島市安佐北区亀山 男 50代

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

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

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

川石にコケつきすぎ川に入るのにもまくれる。

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

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○○

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

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、

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 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

234 広島県広島市中区江波南 男 50代
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

る。

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

けて努力してゆくことを望みます

235 広島県広島市中区吉島東 女 30代
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

なら、行動範囲を広げてみようと思います

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

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

236 広島県広島市西区三滝本町 男 50代
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。
堤防の強化し、浸水しない川にしてほしい

237 広島県広島市安佐北区 男 50代 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。 水質を悪化させない

238 広島県安芸郡府中町大通 男 40代

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

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。

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

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

239 広島県広島市西区高須台 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
水質の維持、さらなる浄化を図ってほしい

240 広島県広島市中区吉島新町 男 40代 水質が良いと感じています
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

の取り組みをお願いしたい

241 広島県広島市中区白島九軒町 女 40代
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

す

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

の流れをながめながらすごせる場がほしいです

242 広島県広島市安佐南区川内 男 30代 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

243 広島県広島市東区上大須賀町 女 50代

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

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」

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

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？

244 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム 女 60代
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

ないよう徹底を
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245 広島県広島市西区三篠町 女 30代
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

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

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

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

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

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

すのでごみにして捨ててほしい。持ち主に罰金を！

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

が吉島西へたくさん来てほしい

248 広島県広島市西区観音新町 女 40代

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

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

に思う。

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 川泳ぎができる川になること

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
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）

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

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

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

選ばれたと言うことで、誇りに思っています

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

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。

254 広島県広島市西区己斐上 男 50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）

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

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

255 広島県広島市中区上八丁堀 男 30代 下流部での水質向上が必要 更なる水質向上を望みたい

256 広島県広島市中区小網町 女 30代
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

257 広島県広島市西区横川町 男 70歳以上

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

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

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

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

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

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

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
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。
良好な水質を保ち、安心して生活できることを望みます

260 広島県広島市中区十日市町 女 20代 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
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）

261 広島県広島市東区東蟹屋町 男 70歳以上

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

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

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

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

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

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 河川敷の利用は使用しない。川幅すべてに水が流れる

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
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

264 広島県広島市中区江波南 男 20代
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
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

265 広島県安芸郡府中町瀬戸ハイム 女 60代 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

266 広島県広島市中区江波南 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大きすぎるように感じる(徐々にさ

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

るとか

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

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

は対応できないのではないか

267 広島県広島市南区宇品神田 女 50代

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

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

ないといけない

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

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

268 広島県広島市中区白島北町 女 30代

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

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

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）

あちこちで○○イベントが周知され人があふれる太田川

269 広島県広島市安佐北区 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

270 広島県安芸郡府中町山田 男 60代
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

整備が遅れているのではないか

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

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

271 広島県広島市南区青崎 女 20代
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
災害対策も万全なところ

272 広島県東広島市高屋高美が丘 男 50代
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

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

273 広島県広島市東区馬木 女 40代 プレジャーボートの係留が目に付く ごみの不法投棄をしっかり取り締まってほしい

274 広島県広島市安佐南区伴東 女 60代
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

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

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

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

275 広島県広島市安佐南区沼田町伴 男 40代
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

276 広島県広島市中区基町 女 60代
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

かしい。今は沼のような汚い川
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

277 広島県広島市中区大手町 男 60代
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
多くの人に愛される太田川に

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
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
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

283 広島県広島市安佐南区 男 60代
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

とき感を持たされるのは不本意である

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

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

284 広島県広島市安佐南区大町西 女 60代

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

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

作ってもらえば協力したい

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

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
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
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288 広島県呉市畝原町 女 60代
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

がめだと思いました

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

ないように、温暖化、異常気象に負けないように

289 広島県安芸郡府中町宮の町 女 30代
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

さってありがとうございます

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

ほしい

290 広島県安芸郡府中町浜田 女 40代
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

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

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

ようにして貰いたいと思います

291 広島県広島市中区東白島町 男 60代
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

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

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

は手足を水につけることが大切でしょう

292 広島県広島市東区戸坂桜東町 女 50代
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
山～川～海のつながりが大切である

293 広島県東広島市西条中央 女 30代
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

合っていることが大事であると思うから。

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

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

294 広島県広島市南区皆実町 女 40代 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
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

す

295 広島県広島市東区牛田新町 男 40代
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

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

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

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

296 広島県広島市佐伯区五日市中央 女 60代
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

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

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

ほしい

297 広島県広島市西区竜王町 女 40代 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 もう少し川沿いで皆が憩える場所を提供してほしい

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
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

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）

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

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

300 広島県広島市中区河原町 女 70歳以上
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

流・中流地区の水量を増やしてほしい

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

のあたりは水量が多かったのが懐かしい

301 広島県広島市西区楠木町 女 50代

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

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

がある

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

302 広島県広島市西区大芝 男 30代 日本名水１００選に選ばれた状態を大切に維持してほしい もっときれいな川になってほしい

303 広島県廿日市市六本松 女 30代 清らかなイメージ
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

304 広島県広島市西区己斐本町 男 70歳以上

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。

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

305 広島県広島市安芸区中野東 男 60代
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

306 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東 女 40代
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

いくための努力も必要

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

になるところ。川と山のつながりも考えてほしい

307 広島県広島市西区草津南 男 20歳未満 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）

308 広島県広島市西区庚午中 女 70歳以上

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

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

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

ね

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、

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

309 広島県広島市西区古江東町 女 50代

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

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

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

310 広島県広島市西区井口鈴が台 女 40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 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

311 広島県広島市南区霞 男 30代

312 広島県広島市中区上幟町 女 70歳以上

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

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

去して水の流れ絵を良くしてほしい

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

313 広島県広島市西区己斐上 男 60代

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

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

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

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？ 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

315 広島県広島市中区舟入幸町 男 70歳以上
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
安全安心な太田川でありますよう祈るのみです

316 広島県東広島市高屋高美が丘 男 60代
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

多く川幅も狭く感じる

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

いきれいな太田川であってほしい

317 広島県東広島市高屋町高屋堀 男 60代

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

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

ジャーボートの一掃に務めていただきたい

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

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

物の住処になるような構造とすること

318 広島県広島市南区宇品神田 女 30代 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
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

319 広島県広島市佐伯区八幡が丘 女 50代

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

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

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

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 景観がこれからも保たれていくことを期待します

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
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

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
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

323 広島県安芸郡府中町鹿籠 男 20代 今までどおりでよいと思う

324 広島県広島市安佐南区 女 50代
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

す。災害対策をしっかりしてほしい

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。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

325 広島県安芸郡府中町八幡 女 20歳未満
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
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

326 広島県広島市中区千田町 男 30代

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

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

て、いつも浅いように感じる

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

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）

327 広島県廿日市市須賀 女 40代 近代的になりすぎた

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

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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328 広島県安芸郡府中町浜田 女 20歳未満
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

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

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

329 広島県広島市安佐南区 男 40代

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

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

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

330 広島県広島市中区江波南 女 50代 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 自然石を使った護岸にしてほしいです

331 広島県安芸郡府中町八幡 男 60代
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）
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

332 広島県広島市中区江波南 男 20歳未満
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

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

333 広島県広島市西区中広町 女 50代

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

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

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

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

れてくると思います。

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

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

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

334 広島県広島市西区高須 男 70歳以上

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

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

しないのか？とブツクサ言う人がおります

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

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

ど。昔を知れば将来に備える気持ちが深まると思う

335 広島県広島市東区山根町 男 50代 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

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

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

「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

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

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？

337 広島県三次市四拾貫町 女 60代
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

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

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
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

341 広島県広島市佐伯区湯来町下 男 60代
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

が見られる。鮎をはじめ清流に育つ魚が成育しにくい

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

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

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

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

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

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

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

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

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）

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

平へ行ったときは水をペットボトルに入れて帰る

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

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

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）

346 広島県広島市南区段原南 女 60代

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

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

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。

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

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

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）

347 広島県広島市 男 60代

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

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、

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

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

348 広島県呉市焼山西 女 50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 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

349 広島県広島市東区戸坂桜上町 男 50代
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

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

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

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

350 広島県広島市東区牛田新町 男 60代 三冠の太田川は水が澄んでいてきれい
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

しい。郵便貯金牛田大橋広島テレビの周り

351 広島県広島市南区段原 女 30代
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

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

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

きるよう対策が必要

352 広島県広島市東区光町 女 50代

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

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

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

353 広島県広島市東区戸坂千足 男 70歳以上 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

354 広島県廿日市市宮浜温泉 男 70歳以上
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
大水が出ても十分耐えうる態勢にしておくこと

355 広島県東広島市西条町田口 女 30代 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
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

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

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

た

これからもきれいな太田川でいてほしい

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

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

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

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
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

つも同じように思う

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

361 広島県広島市南区宇品御幸 男 70歳以上 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

362 広島県広島市南区 女 50代

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

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

田川あっての広島市でしょう。大切な川

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

363 広島県広島市安佐南区 女 60代

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。

(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

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

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。

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

田川に誇りに思うようしてもらいたい
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364 広島県広島市安佐北区亀山 男 70歳以上 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
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

365 広島県広島市西区草津南 女 70歳以上
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
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

366 広島県呉市焼山中央 女 50代 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
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

367 広島県呉市焼山西 女 60代

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

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…

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

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

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

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

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。

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

370 広島県江田島市江田島町鷲部 女 40代

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

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

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

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

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。

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 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

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
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

持・管理・整備は重要であると思う

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

切な維持，管理，整備を慎重に行なうことが望まれる

375 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南 女 40代

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

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）

376 広島県広島市佐伯区藤の木 女 20代
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

残念だ。
安全できれいで楽しい明るいイメージの太田川

377 広島県広島市西区井口台 女 40代
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
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

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

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

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

381 広島県広島市安芸区中野 女 30代 広島を代表する川 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

382 広島県安芸郡府中町 女 70歳以上

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，

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

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

ないようにしていました。

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

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

383 奈良県奈良市 女 20代 緑が多い。もっと舟で遊びたい
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

いい

384 広島県広島市安佐南区 女 30代

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

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

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

した

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

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

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

385 広島県広島市安佐南区川内 男 30代

・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

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。

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

386 広島県広島市安佐南区 女 30代

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

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。

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。

387 広島県広島市佐伯区五月が丘 女 50代
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

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。

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

いてほしいです

388 広島県広島市佐伯区河内南 男 20歳未満 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 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

389 広島県広島市佐伯区五日市中央 女 30代
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。
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

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
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

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

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

場所に利用していけたらよいだろうと思う

394 広島県 女 50代
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。
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

395 広島県広島市南区宇品東 女 40代
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。
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

396 広島県広島市南区翠 男 50代
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

ませんが，昔からこんなに災害があったのかと思います。

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。

子どもが遊べ太田川を創ってもらいたい。

397 広島県広島市南区東雲 女 60代

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

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

などにとってもいいように整備されましたね

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

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

行政で厳しくしてもいいのではないですか？

398 広島県広島市南区丹那町 女 40代 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

399 広島県広島市南区宇品御幸 女 60代
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

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！

400 広島県広島市東区福田 男 30代 洪水のたびに（年々）水量が増えていて不安である 洪水のないきれいな川であってほしい

401 広島県広島市西区井口台 女 40代

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

てほしい。

Q4に同じ

402 広島県広島市安芸区矢野南 男 40代

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

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

403 広島県広島市中区江波西 女 30代

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

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

リマとかあるなら告知してほしいです

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
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404 広島県広島市安佐南区毘沙門台 男 60代
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

よりよくなったが…）と感じる

「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

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

405 山口県宇部市 男 50代 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

406 広島県広島市安佐南区長束 男 50代
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

指導することもある場面が多い

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

す。草刈の時期に変化をつける

407 広島県広島市安佐南区東野 男 50代
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，

市民全員が自覚しなければならない

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 広島一番の河川となること（美観・水量ともに）

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
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

に。災害が最小限に。人間の感と知恵と経験を生かす

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
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
昔のように川で水遊びができる場所があるとよい

412 広島県広島市東区尾長東 男 40代 まあまあ気に入っている 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

413 広島県広島市西区高須台 男 60代
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

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

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

潤いのある景色にできないものであろうか？

414 広島県広島市西区田方 女 30代

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

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

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

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

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）

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。

415 広島県広島市西区小河内町 男 30代

416 広島県広島市西区井口台 男 50代 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 川の観光利用（自然共生）

417 広島県広島市安佐北区上深川町 男 60代

◎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 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 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

419 広島県広島市西区観音新町 男 50代
・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
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

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
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
沿川の緑を増やす努力が必要

423 広島県広島市安佐南区祇園 男 30代
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

田川周辺の整備は進んでいるようにも思います

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

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

424 広島県広島市安佐南区西原 男 70歳以上
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

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

425 広島県広島市安佐南区東野 男 50代
・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）
ますます美しい川になることを望む

426 広島県広島市安佐北区可部南 女 60代

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

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。

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。

427 広島県広島市安佐南区古市 女 50代

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

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

だけでなく，考え方の変換が必要だと思う

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

428 広島県広島市南区皆実町 女 40代

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

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

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

られます

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

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

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

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

429 広島県広島市安佐南区相田 男 70歳以上
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

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

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，

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

430 広島県広島市安佐南区古市 女 60代
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
世界に認められ，誇れるおいらの川と自慢したい

431 広島県呉市下山田町 女 40代

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

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）

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

432 広島県安芸郡府中町青崎東 男 50代
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

願いしたい。川を使って楽しむ側もマナーを守る

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

たことは行なわないでほしい

433 広島県広島市中区堺町 女 30代
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

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

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

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

434 広島県広島市東区戸坂南 女 60代 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
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

435 広島県広島市東区矢賀新町 男 40代
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

動が少ない。危険が多く安全な場所ではない

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

で安心できる川，人が集まり賑わいのある川，美しい川

436 広島県広島市東区二葉の里 女 40代

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

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

437 広島県広島市東区戸坂千足 女 40代

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

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

います

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

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

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

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 きれいな水質の川

440 広島県呉市阿賀中央 男 40代 水質・水量の向上 市民の憩いの場となること

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？
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

ほしい

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
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。

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 泥水のあまり出ない川になるとよい

446 広島県東広島市高屋町稲木 男 40代
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447 広島県広島市安芸区阿戸町 女 30代
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

り続けていければよいと思います

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

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）

448 広島県広島市中区光南 女 70歳以上
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）
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

449 広島県広島市中区堺町 男 40代
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

ダ，ボラはまだ住んでいるのでしょうか？

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，

多くの生物が生息し，良質な水であることを望みます

450 広島県広島市中区舟入町 女 50代 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

451 広島県広島市安芸区矢野南 男 50代

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

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

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。

452 広島県広島市南区段原 男 70歳以上
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

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 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
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

455 広島県広島市西区高須台 男 30代
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？

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

456 広島県広島市西区草津南 女 30代
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

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

457 広島県広島市西区庚午中 男 70歳以上

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，

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

458 広島県広島市安佐南区安東 女 40代

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

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。

461 広島県広島市西区南観音町 女 70歳以上

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

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

462 広島県広島市西区三篠北町 男 40代

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

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

い

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

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。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
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

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 県民の「母なる川」として慈しみ大切にされるように…

467 広島県広島市南区翠 女 40代

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

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

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

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

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

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。一度失うと取り戻す

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

468 広島県広島市南区宇品東 女 20歳未満 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

469 広島県広島市安佐北区真亀 女 30代
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

知らなかった

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

ように望みます

470 広島県広島市安佐北区 男 50代
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

なってきています

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

伝えたい（残したい環境にしてほしい）

471 広島県広島市安佐北区倉掛 女 20代
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

472 広島県広島市安佐北区 男 50代 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

473 広島県広島市安佐北区 男 30代
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

ない存在になった

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

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

474 広島県広島市安佐北区落合 男 70歳以上 ゴミ等の不法投棄，パトロール，下水道の整備
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

475 広島県広島市佐伯区五日市町皆賀 男 50代
・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）

・「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

476 広島県広島市西区庚午北 男 70歳以上 ・太田川の水が汚い・川に魚介類が少ない ・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

477 広島県広島市西区三篠町 男 70歳以上

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

う。感謝します。

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

478 広島県広島市西区中広町 女 30代 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
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

い

479 広島県広島市西区古江上 女 30代
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

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

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

480 広島県広島市西区南観音町 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

481 広島県広島市西区鈴が峰町 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

482 広島県広島市西区観音町 男 60代
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
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

483 広島県広島市西区東観音町 女 40代
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

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

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

です

484 広島県広島市東区馬木 男 70歳以上
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

自然の川のバロメーターのような気がする

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

がいいのでは

485 広島県広島市佐伯区薬師が丘 男 70歳以上
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

親しみ方は無限にある。

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

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

486 広島県竹原市忠海中町 男 20歳未満

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

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，

など

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

487 広島県広島市安佐北区可部町勝木 男 70歳以上

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

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

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
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488 広島県広島市安佐北区真亀 女 40代

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

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…

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

489 広島県廿日市市串戸 女 50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
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

490 広島県廿日市市河津原 女 50代
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

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

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

たらいいと思います

491 広島県東広島市西条町寺家 女 30代
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）
水遊びが安心してできるような川（きれいで安全で）

492 広島県広島市安佐北区白木町三田 女 60代
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

飛び交う川になればと思いながら

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

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

493 広島県広島市東区戸坂南 女 40代

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

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

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

はと感じます

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

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

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

494 広島県広島市安佐南区川内 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

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

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」

495 広島県広島市安佐南区相田 男 60代
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

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

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

るのもいいが，魚道を必ず設けるべきだ

496 広島県広島市安佐南区 男 70歳以上

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

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

ます）

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

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

PRを行い，県民の意識高揚に努める必要がある

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
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

ほほえましいと思います。

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

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

499 広島県広島市安佐南区 男 70歳以上
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。

500 広島県東広島市八本松町正力 男 40代

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，

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

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

501 広島県広島市西区井口台 男 30代
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
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

502 広島県安芸郡府中町大通 女 50代

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

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

505 広島県三次市十日市中 女 40代

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

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

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

506 広島県広島市西区庚午北 男 40代
・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

・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

507 広島県広島市安佐北区落合 男 60代 運河としての利用できるように整備（交通利用）

508 広島県東広島市高屋町郷 女 60代
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
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

509 広島県豊田郡大崎上島町東野 男 70歳以上
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
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

510 広島県広島市西区高須 女 70歳以上

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

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

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

穏やかさ

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

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

いと望みます

511 広島県広島市安佐南区東原 男 70歳以上

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

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

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

きれいで安心して生活できる川に

512 広島県広島市東区山根町 女 60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

境であってほしいと思います

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

守り続けていただけるようにと願っております

513 広島県広島市西区横川町 男 50代
・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・

昔に比べ水害・災害が減った

・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

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

514 広島県広島市南区本浦町 女 30代
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

は掘ることができ，子どもたちも満足そうでした

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，

飛び交うようになれば素敵です

515 広島県広島市安佐北区可部 女 30代
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

あるのが残念です

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

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 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

518 広島県広島市西区井口台 男 40代
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

め６本の川に分け，より親しみやすいものになっている

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

してほしい

519 広島県広島市東区福田 女 30代
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

520 広島県竹原市本町 男 40代 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

521 広島県三次市 男 30代
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

す

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

知ってもらわないといけない

522 広島県山県郡北広島町有田 男 30代
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

チェ ックして総合的に対策をしてほしい

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

い

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

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

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。

被害にあわないように願っています

527 広島県広島市安佐南区沼田町伴 女 30代

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

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

残念だし，魅力的なものをプラスできないかなあと思う

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

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

では

528 広島県広島市安佐南区伴南 女 30代 汚い もっときれいな川になってほしい

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
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
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530 広島県広島市中区吉島新町 男 70歳以上 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

531 広島県広島市南区青崎 女 50代
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

なっている様子を大切にしたいです
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

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
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

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
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

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 下流でも子どもが水と親しめる場所を作ってほしい

535 広島県広島市西区己斐本町 女 30代

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

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

536 広島県広島市安佐南区西原 女 30代

537 広島県広島市西区井口 女 50代

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

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

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。

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

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

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

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

538 広島県廿日市市下の浜 男 40代

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。

（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

539 広島県広島市安佐北区可部町勝木 男 70歳以上

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

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

泥水が流れる

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

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

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

543 広島県山県郡北広島町細見(その他) 男 60代

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

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

あって川の流れを悪くするところも多いと思う

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

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

なったらいいな

544 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 30代

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

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

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

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

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

す

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
「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

548 広島県広島市東区戸坂千足 女 30代
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

たのかなと思っています

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

ます

549 広島県広島市佐伯区美鈴が丘緑 男 50代
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
３０年前に戻してもらいたい

550 広島県広島市西区三滝本町 男 50代
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
昔のようなきれいな水になってほしい

551 広島県広島市西区己斐東 男 50代
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

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

552 広島県広島市安佐北区 女 40代
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

めて汚さないように気をつけなければと思う

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

でも同じようにきれいな川であってほしいです

553 広島県安芸高田市甲田町下小原 女 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

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 川幅を拡げる，堤防を高くする
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

庫川を見本にしてほしい

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
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

にくい（何もないから）

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

558 広島県広島市西区庚午中 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

559 広島県広島市西区高須台 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

560 広島県広島市中区舟入本町 男 70歳以上

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

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

います。よろしく維持したい

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

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。

市民への啓蒙・理解も大切。活用を更に勧めたい

561 広島県広島市東区中山南 女 30代

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

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。

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

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

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 いかだの流れる太田川

563 広島県広島市中区江波西 女 50代

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

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

564 広島県広島市安芸区矢野南 女 30代

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

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

す

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

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

シンボルとなる川になるのでは…

565 広島県広島市安佐北区安佐町久地 女 60代
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

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

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

しいです

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
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

水が少なく，ゆったりと流れていた昔の面影は少ない

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

い

569 広島県広島市西区南観音 女 50代 洪水災害のないようにしてほしいです

570 広島県山県郡北広島町大暮 女 40代
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

571 広島県広島市安芸区中野 女 40代
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

思う

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

す。瀬野川なども取り上げてもらいたいです

14/76



Ｎｏ． 住所 問５問４
性

別

年

齢

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 森や林をおいたほうがいい

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

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。

574 広島県広島市中区江波西 男 60代

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

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

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

575 広島県広島市安佐南区大塚西 女 20歳未満

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

も感じています

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

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

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
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

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

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

ろうとする。広島スタイルの発信

578 広島県広島市中区舟入川口町 女 30代
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
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

579 広島県広島市中区江波二本松 女 40代 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

580 広島県広島市中区南千田西町 女 50代
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

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

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

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

581 広島県山県郡北広島町 男 60代
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

582 広島県広島市安佐北区安佐町久地 男 60代
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

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？）

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

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

583 広島県広島市安佐北区安佐町久地 女 70歳以上

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

をお願いします

昔のようにきれいな水になることを望んでいます

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

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

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

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，

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

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 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

587 広島県広島市西区高須 男 50代
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
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

588 広島県広島市安佐北区白木町三田 女 60代 20年くらい前よりは川の回りが整備されたと思う
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

589 広島県広島市西区井口 男 20代

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

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！

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

590 広島県東広島市福富町 男 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
護岸整備を行い，災害のない河川であってほしいです

591 広島県広島市安佐南区大塚西 男 60代
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

い

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

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

592 広島県広島市南区東雲本町 女 30代
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

593 広島県広島市中区江波南 男 30代

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

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

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

川で泳げるくらいにきれいにしていきたい

594 女 50代

595 広島県広島市西区庚午中 女 40代
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

にあんったらよいと思います

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

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

596 広島県広島市西区横川町 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
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

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
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）
水災害に強く安全安心に水が利用できる太田川

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
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
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

603 広島県広島市西区天満町 女 40代

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

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

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

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

ています。

「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

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

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

名水めぐりもしてみたいと思いました

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

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。

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

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

606 広島県広島市安佐南区相田 男 70歳以上

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

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

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

必要です

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

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

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

607 広島県広島市安佐北区深川 男 30代

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

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

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

608 広島県広島市安佐南区緑井 女 30代
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

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

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

出来れば水辺でのイベントも参加したいです

609 広島県広島市安佐北区口田 女 20代 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

610 広島県広島市西区己斐大迫 男 30代

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

流）

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

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 生物の多様性をよ回復できる環境に。河口堰を設ける（防災対策として）
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612 広島県広島市安佐南区高取南 女 40代 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

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

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
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

617 広島県広島市南区宇品西 男 70歳以上
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

つようなPRをしてほしい

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

なってほしい

618 広島県広島市佐伯区美の里 男 60代
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

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

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

皆様の仕事，川が見ているんですね

619 広島県広島市西区己斐上 女 50代

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，

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

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

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

621 広島県広島市佐伯区新宮苑 女 20代

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

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

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。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

622 広島県広島市佐伯区八幡が丘 男 50代

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

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

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？

623 広島県広島市西区観音本町 女 50代

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

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

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

624 広島県広島市東区牛田東 女 50代

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

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

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

625 広島県広島市西区楠木町 女 40代
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

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

あってほしい

626 広島県広島市東区上温品 女 30代 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

627 広島県広島市東区戸坂山崎町 女 40代

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

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

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

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

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

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

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

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？

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

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 女 70歳以上
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

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

630 広島県広島市安佐北区 男 50代

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

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

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

631 広島県広島市安佐北区可部 男 70歳以上

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

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

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

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
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

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

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 災害がこらないような対応をしてもらいたい

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
・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

635 広島県広島市安佐南区相田 女 50代

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

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

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

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

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

年非常に大きい

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

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

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

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

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

636 広島県呉市広大広 男 70歳以上
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

ています。安定した供給もお願いします

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

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。

637 広島県広島市東区福田 女 30代
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

からも発展していってほしいと願う

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

多数あったらいいな

638 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張 男 60代 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

639 広島県広島市南区西本浦町 男 60代
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

に掘るのが対策になると思う

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

ようなきれいな水になってほしい

640 広島県三次市向江田町 女 60代

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

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

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

641 広島県竹原市東野町 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
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

642 広島県三次市三良坂町三良坂 女 70歳以上
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

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

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

楽しめたらと通るたびに思ったりします

643 広島県広島市西区田方 女 40代 思っていたよりきれいだと知った
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

る環境であってほしい

644 広島県廿日市市宮島口東 女 50代
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

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

645 広島県広島市西区打越町 男 70歳以上
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

被害が出ないような万全の対策を立てておいてほしい
今後更に市民が親しめる環境の整備をすすめてほしい

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 広島の名所となること

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
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
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648 広島県呉市音戸町渡子 女 60代

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

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

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

ます

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。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

649 広島県広島市南区青崎 女 40代

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

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

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

植える運動をしてもらいたい

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

の生物が生息できる太田川

650 広島県広島市南区 女 30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

651 広島県山県郡北広島町中原 男 50代 水質が悪い。河川の氾濫が怖い。堤防の決壊が恐ろしい 十分に水を確保できる。水質をよくする

652 広島県広島市安芸区畑賀町 女 50代
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

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

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

く親しめる場とはまだまだいえないと思う

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

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

ば全国的にも広島のＰＲにもなる

654 広島県東広島市 女 60代

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，

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

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

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

ント，上流地域と中・下流地域の交流・連携

655 広島県広島市安佐南区川内 女 30代

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

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

質はよいと思います

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

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

益々お願いします

656 広島県広島市中区住吉町 女 50代
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

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）
一級河川としてきれいな川であってほしい

657 広島県安芸郡熊野町川角 女 60代

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

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

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

658 広島県東広島市志和町冠 男 60代 子どもたちが川で泳いだり遊んだりできるとよい 住民が安心して飲める水にしてください

659 広島県廿日市市宮島口西 男 70歳以上
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

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

ただきたい

660 広島県広島市中区大手町 女 70歳以上

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

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

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

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

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

川，美しくあれ！と祈ります

661 広島県広島市西区三篠北町 男 50代

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

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。

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

662 広島県広島市西区大宮 女 70歳以上
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

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

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

場所にお願いします

663 広島県広島市西区南観音 男 70歳以上
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

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

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

同種の木の植林が非常に大切なことだと思う

664 広島県広島市安芸区矢野東 女 60代
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
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

665 広島県広島市安佐北区口田 男 50代
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

備してほしい

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

ません

666 広島県広島市安佐南区高取北 女 60代 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

667 広島県広島市安佐北区三入東 女 60代
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

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

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

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

668 広島県広島市西区竜王町 女 60代
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

いです
竜王橋の上に人が通れるような歩道を作ってほしい

669 広島県広島市西区田方 男 30代
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

670 広島県広島市西区己斐本町 女 30代
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
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

671 広島県広島市東区牛田東 男 60代
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

しさを忘れてしまっている

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

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
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

674 広島県広島市安佐南区古市 男 50代

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

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

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

675 広島県佐伯区杉並台 女 30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
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

676 広島県広島市南区堀越 男 60代
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

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

677 広島県広島市安佐北区上深川町 男 70歳以上

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

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

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

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
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

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 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

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

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
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）

683 広島県広島市安佐南区西原 男 70歳以上
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？

取り去ったほうがよいと素人目に思います（川の安全上）

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

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

684 広島県呉市西辰川 男 40代 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

685 広島県廿日市市四季が丘 男 70歳以上

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。

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
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686 広島県広島市西区横川新町 男 70歳以上
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

い

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

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

ありがたい

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 きれいな水と安全にお願い

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
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

689 広島県東広島市高屋高美が丘 女 30代

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

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

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

690 広島県広島市安佐南区八木 女 40代
「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

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）

691 広島県広島市西区大宮 男 70歳以上
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

なく,バケツ程度でなぜダメなのか（国土交通省）

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

ること（継続する）

692 広島県広島市西区古江新町 女 20代
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

ぜガードレールないんですか？

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

面積の広いところだからもったいないと思います

693 広島県広島市西区庚午北 男 40代
・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

694 広島県広島市東区中山新町 男 20代 太田川は今のままでも水は大変きれいです
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

だまだ備えが遅れていると思います

695 広島県山県郡安芸太田町 男 70歳以上

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

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

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

今後は使用に変わるものはないですか

696 広島県山県郡安芸太田町 男 50代

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

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

697 広島県広島市西区新庄町 女 20代
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。

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

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

去にあたりそうになった

698 広島県広島市安佐北区落合南 女 50代
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

699 広島県広島市安佐南区上安 男 60代 大水,鉄砲水の情報を早く判りやすく伝えること

700 広島県呉市焼山南 女 40代
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

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

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→のり，長良川→船くだりなど,みんながすぐ思いつくような…

701 広島県広島市安佐南区川内 男 60代 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！

702 広島県東広島市八本松南 男 60代
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

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
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

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

706 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 60代

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

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

のでは？

支流の整備,現行の水質保持,水量の増加

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

708 広島県広島市佐伯区五月が丘 男 70歳以上
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

歴史に残る川を

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

しずつでもいいですから

709 広島県竹原市吉名町 男 30代 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

710 広島県広島市東区温品 女 30代
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

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 水害のない川にしたい

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
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
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

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

720 広島県広島市安佐北区可部町上町屋 女 30代
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

思います
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

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

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

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

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
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

725 広島県広島市東区 男 50代 水が汚れている 良好な水質を保ち親水性のある河川にすべき

726 広島県広島市安佐北区白木町秋山 女 30代
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！
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

727 広島県東広島市西条西本町 女 30代

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

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

728 広島県広島市西区楠木町 女 20代

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

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

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

729 広島県広島市西区三篠町 女 60代
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

気持ちがよいところだといっていました

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

いきたいと思います

730 広島県広島市安佐南区八木 女 20歳未満 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

731 広島県広島市中区白島北町 女 20代
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、

素敵な川辺だと思う

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

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 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
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
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734 広島県広島市南区翠 男 60代
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

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？

735 広島県広島市安佐南区中筋 女 30代
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

保てるといいなと思います

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

な形で残せていけばと思います

736 広島県呉市焼山西 女 50代 広島の源が太田川です
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・・

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 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！

738 広島県広島市安佐北区三入 男 60代
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。

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

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

以前の川には戻らない

739 広島県広島市安佐北区口田 男 30代

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

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

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

740 広島県広島市安佐南区八木 女 60代

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

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

を買い「あゆ」を捕っておりましたが、昨年不漁のため

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

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

次と先祖が残したこの太田川をと思い筆を執りました

741 広島県広島市安佐南区山本新町 女 50代
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

に会話を持ってきてくれとても嬉しく思いました

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

いと思います

742 広島県広島市安佐南区相田 女 70歳以上 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

743 不明 男 60代

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

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。

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

撤去してもらいたい

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

なく広々と感じられる川風景にしてもらいたい

744 広島県廿日市市前空 男 60代
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

あるのは分かるが、考えてみる価値ありと思う
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

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

747 広島県安芸郡熊野町川角 女 30代

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

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

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

748 広島県広島市安佐南区安東 女 60代
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

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

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

な川であってほしいと思います

749 広島県広島市南区丹那町 女 40代

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

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

います

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

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

750 広島県広島市中区江波西 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
美しい水の太田川になってほしいです

751 広島県広島市中区本川町 女 40代

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

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

752 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 30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 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

753 広島県安芸高田市向原町有留 男 50代
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

ことがある。この水質をいつまでも保ってほしい

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

制限を。四万十川と肩を並べる水質を望む

754 広島県広島市安佐南区西原 男 50代

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

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
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

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

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

住民が楽しく生活できるようお願いします

756 広島県広島市東区馬木 女 60代 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

757 広島県広島市東区福田 女 40代
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

758 広島県広島市東区牛田新町 男 70歳以上 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

759 広島県広島市東区福田 男 60代
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

不思議である。予算が余っているなら道路に回せ！

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

遣いはやめてほしい！

760 広島県広島市東区福田 男 60代
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

整備等の実施を

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

ないような対策は？

761 広島県広島市東区牛田新町 男 30代 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

762 広島県広島市西区己斐本町 男 60代
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・

河川利用者への防災意識向上も必要である

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

備を重点に行う

763 広島県広島市東区牛田新町 女 30代
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

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

764 広島県廿日市市津田 女 40代 何も把握していません 琵琶湖の取り組みのような方向性を望みます

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
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）

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 もっと太田川でのイベントを実施してほしい

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
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
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

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
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

効活用があまりなされていない。１００万都市らしくない

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

いのあるまた、集客のできる観光施設の整備を望みます

772 広島県呉市広小坪 男 60代 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

773 広島県広島市佐伯区藤の木 女 50代
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
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！

774 広島県広島市安芸区矢野西 男 30代 主として上流に災害が多いので対策を講じてほしい 災害のない河川にしてほしい

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

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

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

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

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 スポーツなどが楽しめるところが多い

777 広島県東広島市西条町寺家 女 30代
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

表情を見せる太田川は大好きです

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

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

778 広島県東広島市西条町吉行 男 60代 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 割合基準高く、災害対策など対応しているとは思います
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

780 広島県広島市西区古江東町 女 40代
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

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

781 広島県広島市南区西蟹屋 男 70歳以上

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

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

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

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？

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

れる川。市街地を流れる川底がきれいになるように

782 広島県広島市西区古江上 男 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
自然体系を残したままでの整備を望む

783 広島県江田島市能美町高田 女 少しゴミなどが見受けられます
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

す

784 広島県広島市安佐北区三入東 女 40代
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

ます

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

す。アユが減らないようにしてほしいです

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
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

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

787 広島県庄原市口和町向泉 女 50代

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

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

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

788 広島県庄原市春田町 女 60代

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

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

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。

川岸の緑もいいと思います

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。また川べりの活用も大いにすべきです

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

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、

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

790 広島県竹原市港町 男 50代
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

す。イベント・企画がいいと人は水辺に集まると思います

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

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

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
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

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？ 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

793 広島県広島市佐伯区海老山町 男 30代
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？

794 広島県広島市佐伯区海老園 男 40代
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

795 広島県広島市佐伯区海老山南 女 30代

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

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

てほしい

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

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

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

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
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

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 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

800 広島県廿日市市大野 女 30代

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

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

ば次々と洪水が起き被害が拡大化すると思います

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

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

太田川を汚さない心がけを続け良好な水質管理を保つ

801 広島県呉市広多賀谷 女 30代 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
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

あってほしいです

802 広島県安芸郡海田町日の出町 男 60代
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

れが気になる

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

ければと思う

803 広島県東広島市高屋町小谷 女 50代

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

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

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・・・

804 広島県廿日市市宮園 女 30代

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

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

ながら遊んだり集うのはとてもいいとおもう

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

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

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

す。広島の水は汚いと聞いていました

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

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
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

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

809 広島県広島市西区古江新町 女 20代
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

伝えるのに時間がかかるのではないか・・

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

な魚が住む川づくりを！

810 広島県呉市豊町久比 男 40代 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

811 広島県安芸郡坂町 男 50代 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

812 広島県広島市東区東山町 女 40代
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
このまま人が集う川であってほしい

813 広島県広島市南区皆実町 女 20代

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

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

いる人として！

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

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

814 広島県広島市南区旭 男 60代

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

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

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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816 広島県広島市佐伯区 女 40代

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。

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

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

わせて人間が利用することを望みます

817 広島県広島市西区古江上 女 30代
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

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

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

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

818 広島県広島市西区観音町 男 30代 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

819 広島県広島市南区皆実町 女 50代

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

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

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

820 広島県安芸郡府中町桃山 女 20代 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 名水１００選に相応しい川になることを望みます

821 広島県呉市豊町沖友 女 60代
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

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

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

流れ続けてほしいものです

822 広島県呉市安浦町 男 60代
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

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

823 広島県呉市豊町御手洗 男 70歳以上 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
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

824 広島県呉市晴海町 女 30代
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

を支えるとても大事な水です

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

おいしい水が保てる太田川であってほしいです

825 広島県江田島市能美町高田 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

826 広島県呉市宮原 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
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

いる

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

た。昔の太田川にしてほしい

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 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

830 広島県広島市東区曙 女 60代

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

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

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

831 広島県広島市安佐南区大町西 男 40代
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

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！

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、

できるだけ自然のままにしておくべきだと思う

832 広島県広島市安佐南区毘沙門台 男 30代 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

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

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
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

834 広島県広島市安佐南区緑井 女 20代 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

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

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

835 広島県広島市東区戸坂山根 女 70歳以上

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

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

す。頑張っていきましょう良水に！

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

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

け合っていきましょう。大切な広島の水を

836 広島県広島市南区比治山町 女 30代
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

837 広島県広島市安佐北区安佐町 男 70歳以上
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

り草が生えないため

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 キレイな水とゴミのない川になることを望みます

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

841 広島県広島市東区戸坂桜西町 男 70歳以上

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

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

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

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

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

を新たに開設するなど太田川で楽しみたいと考えます

842 広島県呉市音戸町波多見 女 30代
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

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！

843 広島県廿日市市大野原 女 40代

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

と楽しいかも

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

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？ 災害は絶対ないようにしてほしい

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
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

強い太田川となってほしい

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 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

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
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

るといいと思う

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
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

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
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

854 広島県広島市安佐北区口田南 男 60代
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

にしてほしい

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

855 広島県広島市安佐北区小河原町 女 50代

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

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

てはならない川だと思います

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

856 広島県広島市安佐北区白木町三田 女 40代

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

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

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

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

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

るモラルを作る必要がある

857 広島県広島市安佐北区口田南 女 30代
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

窓全開にしてぐっすり眠れますよ。チョ ー最高です

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

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

858 広島県広島市安佐北区口田南 女 60代
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。

環境もよく自然に恵まれていい街です

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

方法を常に考えて住む

859 広島県三次市山家町 男 60代
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
もう少しゆったりした流れの川にしてほしい
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860 広島県安芸太田市吉田町相合 男 50代

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

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？

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

861 広島県安芸高田市向原町坂 女 40代 アユを始め色々な生物にとっていい川になってほしい

862 広島県山県郡安芸太田町下殿河内 男 60代 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

863 広島県広島市安佐南区上安 女 30代
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

守りたい

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

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

864 広島県広島市安佐南区八木 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
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

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 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

867 広島県広島市東区牛田東 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

ある風景はやはり心が落ち着きます

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

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

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

雰囲気もあまりよくないので

868 広島県広島市安佐北区亀山 男 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

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
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

ていかなければいけないと思います

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

ができるキレイな川を望みます

871 広島県廿日市市四季が丘 女 50代 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

872 広島県広島市佐伯区五日市町下河内 男 30代
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

はとても走りやすいです

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

しっかりとした対策を考えてもらいたいと思います

873 広島県広島市佐伯区藤の木 女 40代 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

874 広島県竹原市忠海中町 男 70歳以上

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

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

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

用だろう

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

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。

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？

875 広島県竹原市忠海中町 女 30代

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

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

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

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 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

877 広島県広島市南区的場町 女 50代

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

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？

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

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
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

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 子供と遊べるような場所が増えると嬉しい

880 広島県広島市西区高須台 女 40代
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

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

881 広島県広島市安佐北区亀山南 男 60代
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
川の水量を多くし、本来の川の流れを増してほしい

882 広島県広島市安佐北区白木町三田 男 70歳以上 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

883 広島県比婆郡東城町川鳥 女 60代
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

水が出たときに事故になりませんように

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

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

884 広島県三次市作木 男 40代

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

885 広島県広島市南区段原南 女 30代 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

886 広島県呉市安浦町 女 50代

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

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

888 広島県豊田郡大崎上島町中野 女 30代

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

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

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

889 広島県広島市佐伯区薬師が丘 女 50代
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

楽しいと思います

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

ないといけないと思います

890 広島県呉市宮原町 女 70歳以上
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

大切にしてなお整備するのはなかなかでしょう

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

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

891 広島県広島市安佐南区川内 男 70歳以上 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

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

ホール周辺は美しく広島らしいと思う

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

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

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

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

894 広島県広島市安佐南区毘沙門台 男 60代

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

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

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

895 広島県竹原市下野町 女 30代

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

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

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

896 広島県竹原市下野町 男 30代

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

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

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

897 広島県広島市西区己斐上 男 60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
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

898 広島県竹原市下野町 男 70歳以上
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

る

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

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

899 広島県広島市西区南観音 女 30代 太田川の水質は本当に良好なのでしょうか？疑問です
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

900 広島県広島市西区井口台 女 40代
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！
なんといっても水質がキレイであること！
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901 広島県広島市佐伯区海老山南 男 60代

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

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

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

力な規制も必要と思う

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

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

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

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

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
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

いのでしょうか？

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

てほしい

903 広島県広島市佐伯区五月が丘 女 50代
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

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

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

であくまでも自然に

904 広島県広島市佐伯区新宮苑 女 60代
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
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

905 広島県安芸郡府中町鹿籠 女 40代 水が大変汚い 生き物の住める川になることを望みます

906 広島県東広島市高屋町白市 女 40代

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

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

907 広島県安芸郡熊野町城之堀 女 30代

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

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

火も毎年見に行っていた。広島といえば太田川

今後も水道水が美味しい川であってほしい

908 広島県広島市安佐南区東野 男 50代
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

909 広島県広島市安佐南区山本新町 女 70歳以上 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

910 広島県広島市中区榎町 女 60代
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

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

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

もっとやってほしい

911 広島県広島市中区舟入南 男 40代 温暖化による高潮被害が出ないような整備を望む

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
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

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 汚染やブラックバスの改善

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

もっと市民に提供してほしい！

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

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

りました

915 広島県東広島市黒瀬町 男 70歳以上

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

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

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

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
災害のない自然と親しめる環境の整備

917 広島県東広島市黒瀬町 男 60代

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

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

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

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
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

ままの水を飲んでも人体に影響しない川

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
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？
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

922 広島県安芸高田市八千代町佐々井 男 60代
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

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

923 広島県山県郡安芸太田町加計 女 60代
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

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

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

川であってほしいと思います

924 広島県広島市安佐南区八木 女 60代
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

売してほしいと思います

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

う少し多かったらよいのにと思います

925 広島県山県郡北広島町都志見 男 70歳以上
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

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

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。

太田川は住民の財産です。宝です

926 広島県安芸高田市向原町坂 女 50代

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

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

ゴミなどが捨てられていて気になります

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

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

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

927 広島県広島市安佐南区東原 男 50代

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

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

気になる

護岸の整備・強化など

928 広島県安芸郡府中町柳ヶ丘 男 50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
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

929 広島県広島市西区三篠北町 女 30代
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

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

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

どが分かると面白い

930 広島県広島市中区舟入中町 女 30代

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

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

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、

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

931 広島県広島市西区古江東町 女 40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
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・・

932 広島県安芸高田市高宮町原田 女 60代

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

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

はいけないと思います

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

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

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 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
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

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
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！

935 広島県広島市南区宇品神田 女 30代
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
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

936 広島県広島市南区宇品御幸 男 60代 水質・景観は良好と思うが、大雨に弱い部分がある 水質及び河岸の安全が日本一になってほしい

937 広島県呉市広古新開 女 30代
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
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

938 広島県広島市西区田方 女 30代
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
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
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939 広島県広島市中区東千田町 女 30代

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

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

940 広島県広島市南区段原 女 30代

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

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

941 広島県広島市西区東観音町 女 70歳以上

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

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

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

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

942 広島県安芸郡海田町新町 女 50代
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

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

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

い飛ぶのを幼児らと一緒に眺められる場所

943 広島県広島市佐伯区 女 50代 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

944 広島県広島市佐伯区五日市 女 60代
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

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

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？

945 広島県広島市安佐南区高取北 男 60代
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
高瀬関の補強。上流地域の強化は急務

946 広島県広島市安佐南区八木 女 30代
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
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

947 広島県広島市安佐南区東野 男 30代 親水施設が不十分（河川敷の整備等）

948 広島県広島市安佐北区あさひが丘 男 60代
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

いて構築されたらいいと思います

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

水は他に有効活用を更に進めればいいと思います

949 広島県広島市東区中山上 女 50代

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。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
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

954 広島県呉市吾妻 女 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

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？

955 広島県三次市上田町 男 70歳以上 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

956 広島県呉市焼山北 男 70歳以上
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

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

957 広島県呉市畝原町 男 70歳以上
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

に願います

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

成してほしい

958 広島県廿日市市吉和 女 30代
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

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

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

う

959 広島県佐伯区杉並台 女 50代 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

960 広島県廿日市市阿品台 女 50代
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

961 広島県広島市安佐南区西原 男 40代
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
いつまでも名水の水質を維持してほしい

962 広島県廿日市市宮園 男 50代 広島市内では高潮対策を強化してほしい 自然を最大限に活用した整備を行うこと

963 広島県廿日市市宮園 男 20代

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

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

い

水と触れ合える自然豊かな川として整備してください

964 広島県庄原市東城町川西 女 50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

なければいけない意識が高まってきていると思います

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

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

965 広島県広島市南区青崎 女 30代 水が豊かで美しいと思います
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

ようにお願いします

966 広島県安芸郡坂町小屋浦 女 20歳未満
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

967 広島県広島市安芸区船越 男 30代 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

968 広島県広島市安佐北区深川 女 40代

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

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

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

969 広島県広島市安佐北区深川 女 30代

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

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

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

970 広島県広島市安佐北区亀崎 男 60代
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

変ありがたい川です

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

なる。キレイな川であってほしい

971 広島県広島市安佐北区口田 女 60代
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

美味しかった

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

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

972 広島県広島市安佐北区口田南 女 50代

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

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

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

に話してくれた姿を思い出します

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

魚、鳥も一緒に生活できるような

973 広島県広島市安佐北区真亀 男 50代

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

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

974 広島県広島市安佐北区深川 女 30代

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

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

い気がする。大雨のときとても心配である

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

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

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

975 広島県安芸高田市吉田町川本 男 70歳以上

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

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

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

いつまでも「山紫水明」といえる河川であってほしい

976 広島県安芸高田市吉田町吉田 男 60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

977 広島県安芸郡海田町南幸町 女 50代
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

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

978 広島県広島市西区庚午北 男 30代 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 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

979 広島県広島市西区庚午南 女 30代
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

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

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

がある川

980 広島県広島市東区光町 女 30代
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

まま大事にしていきたい

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

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 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

982 広島県広島市中区白島九軒町 男 70歳以上
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

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

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

ますよう希望します

983 広島県広島市中区舟入中町 男 30代 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

984 広島県安芸郡府中町大通 男 60代
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

985 広島県府中市土生町 女 30代

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

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

で気にしたことがなかった

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

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

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

986 広島県広島市南区大州 女 30代
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

保てるようにしていただきたいと思います

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

と思います

987 広島県廿日市市阿品台北 女 60代
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。

広島の美しい景観にもなくてはならない

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。

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

988 広島県広島市佐伯区海老園 女 30代
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

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

989 広島県広島市佐伯区海老山南 女 30代 他の県の川と比べ、キレイな水が豊富な川だと思います 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

990 広島県広島市安佐南区西原 女 60代
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

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

991 広島県広島市南区東雲本町 女 60代
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

うにしてほしいですね

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

か景観とかを保っていてほしい

992 広島県広島市西区井口鈴が台 男 30代 人と自然が調和した河川

993 広島県広島市西区打越町 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

994 広島県安芸郡府中町宮の町 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
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

く憩いの場として利用している

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

サートやオープンカフェ の広報の強化

996 広島県呉市川尻町森 男 30代 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

997 広島県広島市南区翠 男 30代
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

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！

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

境保全もお願いします（魚道整備等）

998 広島県広島市南区堀越 女 40代
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

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

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

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

999 広島県広島市安佐南区八木 男 70歳以上 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

1000 広島県広島市安佐南区川内 女 50代

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。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

り除くほうがいいと思う。事故が起きてからでは遅い！

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

1001 広島県広島市安佐南区長楽寺 女 30代
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

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

1002 広島県東広島市西条中央 男 20代 下流の水を見てあまりきれいだと思わない 特に下流域でもっと緑がほしい

1003 広島県広島市東区尾長東 男 70歳以上

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

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

考になるのではないだろうか？

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

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

1004 広島県広島市西区己斐大迫 男 70歳以上

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

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

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

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

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

水であれば空気もいいし生活が潤う

1005 広島県広島市西区己斐本町 女 40代

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

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

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

1006 広島県広島市東区中山南 女 30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

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

1007 広島県山県郡北広島町阿坂 男 70歳以上
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

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

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

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

1008 広島県安芸郡熊野町 女 60代
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
生物がたくさん住める川に

1009 広島県安芸郡熊野町 女 40代 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
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

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
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

みます

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
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

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
市内の川どこからでも泳げるような環境を望みます

1015 広島県広島市佐伯区五日市中央 女 40代

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

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。

○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

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

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

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・

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

1017 広島県広島市西区大芝 男 60代

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

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

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

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

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

であるよう願っています

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

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

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

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

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

は１００年間は大洪水の恐れなしと思います

1018 広島県広島市安佐南区安東 男 30代

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

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

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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1019 広島県広島市安佐南区西原 男 70歳以上

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

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
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

1021 広島県広島市安佐南区西原 女 40代

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

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

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

1022 広島県広島市安佐北区白木町秋山 女 40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
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

1023 広島県広島市安佐南区古市 女 30代

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

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

ナスイメージを持っている人が多いので・・

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

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

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

1028 広島県安芸郡海田町幸町 女 40代

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

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

1029 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 50代

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

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

路化している。自然護岸がなくなっている

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

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

1030 広島県広島市安佐北区三入東 男 20代

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

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

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

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

1031 広島県広島市安佐北区可部 女 30代 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？ キレイで安全であること

1032 広島県広島市安佐北区三入南 女 50代

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

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

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 四万十川のような清流に！

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

（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

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

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
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

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

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

川にしていただきたい

1040 広島県庄原市東城町 男 70歳以上 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

1041 広島県安芸高田市高宮町船木 女 40代

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

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、

もっとみんなに関心を持ってもらえたらいいですねー

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

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

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

1042 広島県呉市二河峡町 女 40代
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

があったとは・・・知りませんでした

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

する努力を私たちもしていきたい

1043 広島県広島市佐伯区五日市中央 男 20代

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。環境に関しては特に大きな問題

はないと思う

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

層の整備は進めていってほしいです

1044 広島県広島市西区大宮 女 40代

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

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

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

1045 広島県広島市安芸区船越 男 50代 河川敷で人の邪魔にならないように利用してほしい 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

1046 広島県広島市安佐南区西原 女 60代
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

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

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

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！

1047 広島県広島市安佐北区三入 男 70歳以上
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

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

1048 広島県広島市安佐北区落合南 女 60代

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

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

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

1049 広島県竹原市忠海東町 男 60代
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

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

1050 広島県広島市東区 女 30代

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

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

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

きれいにしてください

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
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

が多く、除去できないものでしょうか？

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

けにならないこと。また、薬害防止の取り組みを願います

1053 広島県広島市西区楠木町 男 30代 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

1054 広島県広島市西区観音本町 女 50代

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

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

考えて！

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

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

1055 広島県広島市中区光南 男 40代

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

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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1056 広島県広島市安佐南区祇園 女 70歳以上

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

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

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

1057 広島県広島市中区宝町 男 60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

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

1058 広島県広島市中区本通 男 70歳以上
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

うに真剣に考えるべきだ

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

べきである

1059 広島県広島市安佐北区 男 50代
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？

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

1060 広島県安芸郡海田町南幸町 男 40代 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 川と親しめる環境づくりが嬉しい

1061 広島県広島市中区基町 女 30代
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

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

1062 広島県広島市中区鶴見町 女 60代 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 老若男女が集まりやすい場所・企画が大切

1063 広島県広島市中区基町 男 70歳以上
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
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

1064 広島県広島市安佐南区毘沙門台東 男 40代 あまりキレイな川という印象は無い
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

キレイな川になることを望みます

1065 広島県広島市西区観音町 女 30代
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
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

1066 広島県広島市中区竹屋町 男 20歳未満 水力発電等で取水され流量が少ない 生物に優しい川になること

1067 広島県広島市安佐南区西原 男 50代
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

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

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

息する生物も共存できる環境にしてほしいと思います

1068 広島県広島市西区井口台 女 40代 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
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

1069 広島県呉市押込 男 60代
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

持ちます。無造作な河川では災害に通じます

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

ように

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

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

1073 広島県広島市中区舟入中町 女 20歳未満
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

も多く、生き物があまり暮らせない

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

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

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

川は美しいとは言いがたいですね

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

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

きたいです

1077 広島県広島市西区都町 男 50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
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

1078 広島県広島市東区 男 50代
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？
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

1079 広島県広島市西区己斐本町 男 30代 昔は川の水流がもっと多かった気がする 定期的に流域をたどるツアーをしてはどうか？

1080 広島県安芸郡海田町三迫 女 60代
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

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

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
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

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
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？

1084 広島県広島市中区白島北町 女 30代
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
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

1085 広島県東広島市高屋高美が丘 女 20代 防災面の整備はまだまだ不十分だと思う 自然を破壊せず安全性を高めていってほしい

1086 広島県広島市中区吉島東 女 20代
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

しで樹木等が倒れ汚くなり整備が大変そうだと思った
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

1087 広島県広島市安佐南区川内 女 20代
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
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

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 澄んだ水、キレイな川岸、心が休まる川

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

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
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

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 もっとキレイな川になってほしい

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

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
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
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

1100 広島県広島市安佐南区西原 男 40代
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

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

1101 広島県広島市西区 男 60代

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

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。

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。

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
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

1103 広島県広島市西区楠木町 男 60代

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

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。

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

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 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

1107 広島県広島市佐伯区海老園 女 40代

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

います。

1108 広島県広島市佐伯区屋代町 男 70歳以上

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

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

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

中，側に人いておぼれましたが気付かない。

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

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

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

1109 広島県広島市佐伯区薬師が丘 女 60代 緑豊かな美しい太田川に

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！
・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

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 現在も美しいと思うが，引き続き整備してもらいたい

1112 広島県広島市安佐北区口田 男 60代
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
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

1113 広島県広島市西区南観音 女 70歳以上 太田川の支川があんなに多いとは驚きました
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。

1114 広島県広島市安佐北区あさひが丘 男 70歳以上

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

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

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

か！

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

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

田川をきれいにしてください

1115 広島県東広島市高屋町小谷 男 70歳以上 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

1116 広島県広島市西区横川新町 男 70歳以上
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。

1117 広島県広島市安芸区矢野西 男 60代
（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

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

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

水利用と集える水辺を

1118 広島県豊田郡大崎上島町木江 女 50代
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

1119 広島県廿日市市地御前 男 60代

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

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

い。

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

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

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。

1120 広島県広島市佐伯区薬師が丘 女 50代 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

1121 広島県広島市佐伯区五日市 男 30代
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

が親しめない河川になりつつある。

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

しい

1122 広島県広島市佐伯区藤の木 男 50代 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

1123 広島県広島市佐伯区藤の木 女 40代

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

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

1124 広島県広島市佐伯区五日市町口和田 女 40代
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

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

1125 広島県廿日市市対厳山 男 60代
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

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

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

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

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

てほしいです

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

1130 広島県広島市佐伯区五日市 女 40代

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

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

よ

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

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

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

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

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

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

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。

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

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

1135 広島県広島市佐伯区五月が丘 男 70歳以上
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

1136 広島県広島市佐伯区五日市町皆賀 女 40代
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

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。

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

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，

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。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！

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。
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

いです

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

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

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

く。残念に思う！

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

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

れを変えてほしくないと思う

1145 広島県広島市東区牛田本町 女 50代 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

1146 広島県広島市安佐南区緑井 女 30代 災害に強い太田川であってほしい

1147 広島県広島市安佐南区大町西 女 40代

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。

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。

28/76



Ｎｏ． 住所 問５問４
性

別

年

齢

1148 広島県広島市東区牛田本町 女 30代
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。

1149 広島県広島市東区矢賀 男 60代 きれいな川で水量もありよい
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

の人のみ利用している

1150 広島県広島市東区牛田早稲田 男 60代

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
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）

1152 広島県広島市東区尾長東 女 60代 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

1153 広島県広島市東区中山新町 男 30代 水質がまだまだきれいとはいい難い気がする

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 比較的災害が起こりやすい河川と認識している 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

1157 広島県広島市南区大州 女 20代
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…）
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

1158 広島県広島市南区西荒神町 女 50代
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

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

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

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。

1159 広島県広島市東区中山西 男 40代 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

1160 広島県広島市東区戸坂中町 女 30代

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

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

がつきまとう…

「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

1161 広島県東広島市黒瀬町 女 30代

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

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

いと思います

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

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

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

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

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

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

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

害者の鎮魂のためにも

1164 広島県広島市西区井口明神 女 40代
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

折込があって少しでも知ることができてよかったです

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

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

1165 広島県広島市西区三篠町 男 30代 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

1166 広島県広島市西区中広町 女 50代
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

1167 不明 男 40代 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 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？

1168 広島県広島市安佐北区落合 女 50代
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
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

1169 広島県広島市西区庚午中 男 70歳以上
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
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

1170 広島県安芸郡海田町曙町 女 30代
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

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

・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　・

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

1172 広島県広島市中区江波西 男 30代

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

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

いるからか？

また，たくさんアユが採れる川にしてもらいたい

1173 広島県広島市西区草津南 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）
自然環境確保と交通渋滞を解消すべく道路整備

1174 広島県広島市西区己斐上 男 60代 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
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？

1175 広島県廿日市市宮内 男 40代

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

全しなければ土石流の原因にもなる。

サツキマスなどが遡上する川

1176 広島県廿日市市阿品 男 70歳以上
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

もっと狭くしてよい（河川を守る主目的に沿って考える）

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

強くする

1177 広島県廿日市市阿品台北 女 50代 ゴミが捨てられている 水とふれあえる川

1178 広島県廿日市市阿品台 男 60代
「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

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

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 広島を代表する川 きれいで生活の潤いとなる太田川

1181 広島県廿日市市住吉 女 60代
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

1182 広島県廿日市市阿品 男 70歳以上

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

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

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。

もし放水路がなかったらと思うとゾッとします。

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

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

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

1183 広島県広島市佐伯区坪井 男 20歳未満
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

1184 広島県廿日市市阿品 女 40代
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

います。例えば堤防の修景化や河川敷のイベントなど

・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

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

1185 広島県広島市佐伯区五日市町 女 40代 ゴミが浮かんでいないきれいな川

1186 広島県廿日市市地御前北 男 70歳以上
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
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

1187 広島県呉市溝路町 男 60代
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

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
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1188 広島県廿日市市新宮 女 20代

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

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

ば良い。現在は遠く感じる。

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

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

1189 広島県廿日市市大東 男

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

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

になる

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 災害防止が最優先の課題と思う

1191 広島県廿日市市六本松 女 60代
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

1192 広島県広島市佐伯区五日市中央 男 70歳以上 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

1193 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西 男 40代

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

だ。

「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

1194 広島県広島市佐伯区美鈴が丘西 女 50代

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

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

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？

1195 広島県広島市佐伯区観音台 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
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

1196 広島県広島市佐伯区五日市町下河内 女 60代 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
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

1197 広島県広島市佐伯区観音台 男 50代

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

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。

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。

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。

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

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 女 40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。
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

1200 広島県広島市佐伯区屋代 男 60代 上流の汚水対策。アユが年々少なくなってきている
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

1201 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東 男 70歳以上

・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

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。

（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。

1202 広島県広島市佐伯区五日市駅前 女 20歳未満
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

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。

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

う水位が表示してある電光表示もあればいい。

1203 広島県広島市佐伯区楽々園 女 40代
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

1204 広島県広島市佐伯区利松 女 20歳未満
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

ね。ありがとうございます。

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

いで持ち帰ってほしいです。

1205 広島県広島市佐伯区五月が丘 男 50代
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

かつ災害にも強い環境を築くことが必要と思う。

・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

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

1206 広島県広島市佐伯区五日市中央 男 40代

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

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

する。

水災害に備えての施設の充実

1207 不明 男 60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！

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 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

1210 広島県広島市西区古江西町 男 40代
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

はとてもきれいだと思います。

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

えればいいと思います。

1211 広島県広島市西区三篠町 男 50代 きれいな川だと思います

1212 広島県広島市中区江波本町 男 20代

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

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。

1213 広島県広島市中区吉島東 女 30代

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

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

すが，とても買って食べようとは思いません。

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

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…）

1214 広島県広島市安佐南区緑井 女 30代

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

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

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

り，よろしくお願いします。特に子どもに。

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…。「脱ダム宣言」なんてものもありまし

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。

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
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

です

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
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

1217 広島県安芸郡坂町平成ヶ浜 男 20代 汚い まともな川。写真集などに出てきそうなきれいな河に

1218 広島県広島市西区三篠町 女 20代
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

1219 広島県広島市安佐南区山本 女 70歳以上

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

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

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。

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

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

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。

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
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

を使い，上流までの浄化に努力しましょう

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

びができる，多くの生物が住める川

1221 広島県広島市安佐南区大町東 女 30代 好きです もっと有名にしてほしい

1222 広島県広島市中区白島北町 女 60代

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

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

に思います

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

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

1223 広島県山県郡北広島町今吉田 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

1224 広島県広島市西区横川町 女 60代
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

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

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

所になると思います
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1225 広島県広島市中区西平塚町 女 50代

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

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

でしたが，今見ると黒くヘドロのように見えます

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

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

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

1226 広島県呉市西谷町 女 40代

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

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？

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

1227 広島県呉市警固屋 男 50代

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

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

ます。

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

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

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
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

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 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

1230 広島県広島市西区観音新町 男 20代
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

1231 広島県広島市東区戸坂大上 男 60代
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）

1232 広島県広島市安佐北区可部 女 50代
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
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

1233 広島県広島市安佐北区亀山 女 50代
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
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

1234 広島県広島市東区牛田中 女 60代 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

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 安全・安心ゴミを捨てられにくい美しく整備された川

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
・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

1239 広島県広島市安佐南区山本 女 30代 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
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
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

てほしいです
自然の生き物とくつろげる空間を作ってほしいですね

1241 広島県廿日市市玖島 男 50代
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

かわらず祈る気持ちで朝を迎えた。今は安心

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

になるように

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。
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

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… 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
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

す。調整を指導する必要があると思います

1245 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 70歳以上 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

1246 広島県広島市安佐北区あさひが丘 女 60代
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

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

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

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

1249 広島県広島市安佐北区三入南 女 50代

・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

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

保ってほしい

・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

・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

がらの治水事業をしてほしいと思う

1250 広島県広島市安芸区中野東 女 20代
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。

1251 広島県広島市安佐南区東原 女 30代

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

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 これからも美しく，きれいなおいしい水であってほしい

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
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

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

たが，川として何も利用していない

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

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

1257 広島県広島市安佐北区可部 男 70歳以上
・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

1258 広島県江田島市能美町中町 男 60代

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 女 20歳未満
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

1260 広島県広島市安佐南区祇園 女 30代
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

1261 広島県広島市安佐南区中筋 女 30代
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

境としてもとてもよく思っています。

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

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。

1262 広島県広島市安佐南区山本新町 男 30代
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

や部分的に狭かったり水溜りがあったりと走りにくい

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

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

1263 広島県広島市西区己斐本町 女 30代

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

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

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

なり，いいと思います。

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。

下流にはなかなか難しいですよね？

1264 広島県広島市西区東観音町 男 70歳以上 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）

1265 広島県広島市西区己斐本町 女 50代
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
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

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

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。

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

1268 広島県広島市西区小河内町 女 30代

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

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

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，

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。

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

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。
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1269 広島県広島市中区白島北町 女 50代

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

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。

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

1270 広島県広島市西区己斐大迫 女 40代
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

の場となっていて，とてもよいと思います。

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

の中心部は浸水しないほうがいいように思います

1271 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東 男 40代
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

ぎ。血税の無駄遣い過ぎ

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。人間は水だ

1272 広島県広島市佐伯区五日市 女 30代 観音地区の高潮対策を取っていただきたい
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

然と共存できる整備のあり方を考えていただきたい

1273 広島県広島市佐伯区観音台 女 70歳以上
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

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。

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

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。

1274 広島県広島市佐伯区皆賀 男 60代 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

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

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
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

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。

1276 広島県広島市佐伯区城山 女 30代

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

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。

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

になればいいと思います。

1277 広島県広島市佐伯区石内南 女 30代

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

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。

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

に住んでいる人全てで守り続けていきたいと思います。

1278 広島県広島市佐伯区五日市 女 60代

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

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。

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

しみを持ちきれいにしようという気持ちが生まれる

1279 広島県広島市佐伯区海老山南 女 20代
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

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

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

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

1280 広島県広島市東区戸坂数甲 女 30代

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

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

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

1281 広島県広島市東区戸坂千足 男 20歳未満
・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
・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

1282 広島県広島市東区牛田新町 女
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

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。

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

いです

1283 広島県広島市佐伯区八幡が丘 女 50代 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。 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

1284 広島県広島市佐伯区楽々園 女 30代

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

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

の冠山に行ってみたいです。

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。

1285 広島県広島市佐伯区河内南 女 50代
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？）
浅いところでは水の中に足をつけられるような場所

1286 広島県広島市安芸区矢野東 女 30代

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

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

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

と驚きました。

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

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

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

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

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

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。

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。

1289 広島県東広島市高屋高美が丘 男 40代
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。
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

1290 広島県安芸高田市高宮町原田 男 20歳未満
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。

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

1291 広島県広島市安芸区船越南 男 30代

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

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
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

車などが通れる道路作る

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

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

1293 広島県廿日市市峠 男 70歳以上
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
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

1294 広島県佐伯区杉並台 男 50代
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
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

1295 広島県山県郡北広島町今吉田 男 60代

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

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。

1296 広島県広島市南区皆実町 女

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

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。

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。

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。 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。

1298 広島県広島市南区東雲 女 60代
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

なくとても安心しております。
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

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
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
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

1303 広島県広島市西区井口台 女 20歳未満

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

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。

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。

1304 広島県広島市南区皆実町 男 60代 水量が少なく，川の汚れが目立つ 水質を保持し，水量の多い川に

1305 広島県廿日市市六本松 女 20代 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

1306 広島県安芸高田市吉田町常友 女 40代
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。
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

1307 広島県広島市東区福田 男 40代 水辺を利用した川づくりができていると思う 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

1308 広島県広島市安佐南区西原 男 30代
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

象を受けます。

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
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1309 広島県広島市安佐北区上深川町 女 50代

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

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。

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。

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？
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？

1311 広島県広島市中区大手町 男 60代

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

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

川の恵みと思っていた。

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 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

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
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

す

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

います

1319 広島県広島市中区吉島西 女 20代 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
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

1320 広島県広島市南区比治山本町 女 30代 都市部にある川にしてはきれいな川だと思います
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

1321 広島県広島市安佐南区安東 男 50代

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。

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

にしてほしい）

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

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

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

1323 広島県広島市安芸区中野 女 20代

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

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…。

正直広告を見て本当ビックリです。

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

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

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

憶（意識）しやすいと思う。

1324 広島県広島市安佐北区あさひが丘 女 50代

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

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。

1325 広島県安芸郡坂町坂東 女 40代

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

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
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

1329 広島県呉市焼山政畝 女 60代

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

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

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。

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

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

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

えると嬉しい

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
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？

1333 広島県広島市安佐南区沼田町伴 男 20代
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

在なので，しっかりとした対策を立ててほしい

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

いってほしいです。

1334 広島県広島市中区吉島西 女 30代

・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

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

ど）について，生活との関連がほしい

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

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：

神戸，京都のような）

1335 広島県東広島市高屋町杵原 男 30代
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

1336 広島県広島市安佐南区東野 女 50代
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

1337 広島県山県郡戸安芸太田町土居 女 20歳未満
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
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

1338 広島県呉市下蒲刈町下島 女 30代
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

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

1339 広島県呉市焼山北 女 40代
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

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。

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

もっと盛んになればいいですね

1340 広島県広島市安佐南区八木 男 60代
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

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

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，

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

1343 広島県広島市西区東観音町 男 60代

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

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

ぶこともでき，この川を大事にしなければなりません

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

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

ん。

1344 広島県広島市安佐北区落合南 女 40代
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
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

1345 広島県安芸郡府中町清水ヶ丘 男 60代 川（太田川）についてもっと考える機会を作る

1346 広島県広島市東区中山新町 女 30代
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
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

1347 広島県広島市安佐南区沼田町阿戸 女 50代
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

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

1348 広島県広島市東区福田 男 70歳以上 生活廃水や違法投棄により川の汚れが目立つ
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

1349 広島県広島市安芸区矢野西 男 40代
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

わない

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

てください

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 水を多くしてほしい

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

1353 広島県広島市安佐北区亀山 男 60代

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

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

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

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

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

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

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

しめる憩いの場を広めてほしい（特に上流）

1354 広島県広島市安佐南区西原 男 70歳以上 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
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

造園業者，リフォーム業者が要注意

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

しめる川

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 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

1358 広島県広島市南区旭 男 20代 休日に遊びにいける場所を増やしてほしい

1359 広島県安芸高田市八千代町佐々井 男 60代 漁業権者があまりにも強すぎる
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

など。魚を獲ることのみに河川を使用させない

1360 広島県広島市安佐北区亀山南 男 60代
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
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

1361 広島県呉市豊町久比 女 20歳未満

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

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。

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 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

1364 広島県広島市佐伯区海老園 女 60代

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

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

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

水時の防災にも備えてほしい

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

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

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

前住んでいたことがある）

1365 広島県広島市佐伯区石内南 男

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。

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

が…

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

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

あることを知るべきである

1366 広島県広島市西区草津新町 女 40代
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

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

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

るような素晴らしい川に更になってほしい

1367 広島県三次市畠敷町 女 50代

1368 広島県竹原市竹原町 女 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 きれいな水，楽しい行事，誰もが集まれる場所。昼も夜も

1369 広島県広島市佐伯区藤の木 男 50代
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
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

1370 広島県広島市佐伯区五日市町口和田 女 30代

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。

発電のために水量が減っていたとは…

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

1371 広島県広島市佐伯区利松 男 60代

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

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

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

か？

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

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

1372 広島県広島市安佐北区可部南 女 40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

そうだと思う

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

ちも努力しなくてはと思う

1373 広島県呉市吉浦東本町 女 40代
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。
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

1374 広島県広島市佐伯区五日市町昭和台 男 50代

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

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

1375 広島県竹原市本町 男
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

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。

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

てあるとよいのではと思います

1376 広島県広島市安佐南区長束西 女 60代

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

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。

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

1377 広島県広島市安芸区矢野南 女 40代
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
憩いの場所として利用できるようにしてほしい

1378 広島県広島市東区牛田早稲田 男 20代
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
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

1379 広島県広島市東区牛田東 女 20代
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

す

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

いのではないかと思います

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 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

1382 広島県安芸郡海田町大正町 女 30代

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

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

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

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

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

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

1383 広島県広島市安佐北区真亀 男 30代

・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

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

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

・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

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

堰問題とトンネル水問題は早期に手を打つべきである

1384 広島県広島市安佐北区亀崎 男 60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
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）

1385 広島県広島市安佐北区亀山南 男 70歳以上 全国平均なところでよく整備されていると思う
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

1386 広島県廿日市市新宮 男 20代
・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

配です

・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

い　・できるだけ災害被害の小さな川に整備してほしい

1387 広島県広島市南区段原 女 40代 太田川のお陰で水の豊かな広島　感謝しております
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

1388 広島県広島市中区吉島西 女 30代

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

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。

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

1389 広島県広島市西区己斐中 男 60代

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

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！

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

1390 広島県広島市中区住吉町 女 50代

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

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

今のままで十分満足しています。

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

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

ンカフェ ばかりが川の魅力ではないと思います

1391 広島県広島市南区向洋新町 女 40代 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

1392 広島県広島市安芸区畑賀 女 40代
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

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。

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

感じられる川であってほしいと思います

1393 広島県広島市安芸区船越 女 30代
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
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

1394 広島県廿日市市阿品台 男 60代
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

楽しめるようにする

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

きたい

1395 広島県廿日市市宮内 女 30代 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
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！

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

のように泳げるようにしたら！

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

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 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。

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。

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

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

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。

1403 広島県東広島市西条町吉行 女 30代

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

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

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。

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
・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

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 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

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
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）

1407 広島県呉市焼山中央 男 60代

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

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

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

1408 広島県広島市中区大手町 男 60代 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 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

1409 広島県豊田郡大崎上島町中野 女 30代

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

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。

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

1410 広島県東広島市八本松町正力 女 50代 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 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

1411 広島県広島市西区己斐上 男 70歳以上
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。

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。

1412 広島県広島市東区中山上 男 30代 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

1413 広島県広島市中区舟入南 男 60代
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

1414 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 50代
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

に保っていくべきだと思う。

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

ること,してはいけないことを知らせてほしい

1415 広島県安芸郡府中町八幡 女 40代 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

1416 広島県山県郡北広島町長笹 男 70歳以上
・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

1417 広島県広島市安佐南区沼田町伴 女 20代
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

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

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

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

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。

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！

1420 広島県広島市安佐南区伴東 男 40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。
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

1421 広島県広島市安芸区瀬野西 女 20代
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

学生）にもう少し学ぶ機会があればと思います。

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

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。

1422 広島県山県郡北広島町都志見 女 30代

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

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）

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。

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 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

1424 広島県山県郡北広島町都志見 男 きれいな水の太田川
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

1425 広島県広島市中区吉島東 男 30代
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

る。

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

は重要

1426 広島県安芸郡府中町大須 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
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

いが無くなっている。

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

があるのではないかと期待している。

1429 広島県広島市安佐南区上安 男 50代
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。
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

1430 広島県安芸郡府中町 男 60代 山奥に行くと整備が遅れていると思います 川でキャンプなど遊ぶ場所があれば

1431 広島県安芸郡府中町本町 男 70歳以上
・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

1432 広島県広島市中区光南 女 30代
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

います

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

でいるので，このまま川が汚れないことを望みます。

1433 広島県安芸郡海田町南昭和町 男 30代 ・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

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

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

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

要

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,

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

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

1436 広島県東広島市西条御条町 男 30代
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

たいと思ったことがなかった。

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

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
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
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

1441 広島県東広島市西条町下三永 女 50代
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。
市民が集える場としてほしいです。
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1442 広島県広島市安佐北区安佐町久地 女 30代
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

えません。

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

す。

1443 広島県東広島市河内町 男 60代 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

1444 広島県広島市西区己斐本町 女 20歳未満
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

れにリードをつけていない人も見る。

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

チを置いてほしい。

1445 広島県広島市西区古江西町 男 50代

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

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

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

1446 広島県広島市西区庚午北 男 70歳以上
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

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

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

のようなことができる川にならないかと思います

1447 広島県広島市西区庚午中 女 30代

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

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

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

りします。

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

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

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。

1448 広島県広島市南区丹那町 女 20代
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。
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

1449 広島県広島市安佐南区相田 男 70歳以上

・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。

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

1450 広島県広島市東区尾長西 男 50代 ・災害に弱い　・汚れてきている ①災害がおきにくい　②きれいな川　にしてもらいたい

1451 広島県広島市安佐南区西原 女 30代
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
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

1452 広島県広島市安佐南区高取北 女 60代
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
太田川をこれからも大事にしてほしいです

1453 広島県広島市安佐南区長束 女 60代

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。

1454 広島県広島市安佐南区伴東 男 60代

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，

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

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

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。

1455 広島県広島市安佐南区中須 女 40代

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

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

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。

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 水難事故ゼロになってほしいです

1458 広島県広島市安佐南区八木 女 50代
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

1459 広島県広島市安佐北区あさひが丘 女 50代

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,

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

ありたいと思う。

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

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。

1460 広島県山県郡北広島町阿坂 女 60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。
災害対策が不十分である。公平にしてもらいたい

1461 広島県山県郡安芸太田町土居 女 30代 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…
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）

1462 広島県廿日市市阿品台 男 60代
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

のか知りたい

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

工夫をしてほしい

1463 広島県東広島市黒瀬町 女 20代

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

「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。

災害対策が今一番必要だと思います。

・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

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

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？

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

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
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

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。

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

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？

1466 広島県安芸郡熊野町川角 男 60代
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

において浸水被害を与える恐れがある

・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

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

1467 広島県安芸郡熊野町呉地 男 50代
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。
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。

1468 広島県広島市安芸区矢野町 女 30代

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。

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。

1469 広島県安芸郡坂町横浜中央 女 30代
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。
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

1470 広島県広島市安芸区中野 女 20歳未満 水がとても汚れておりとても嫌な気持ち ポイ捨てなどを止め,川の水をきれいにしてほしい

1471 広島県山県郡北広島町筏津 女 40代

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

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

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

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。

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

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

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

いことなのでは？

1472 広島県東広島市黒瀬町 女 40代

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

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？

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

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！ 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！

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
・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

1475 広島県東広島市志和町奥屋 女 30代

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

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

思いますが，川の中の樹木の伐採は特に希望しています

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

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

すばらしい太田川がより発展していけたらと思います。

1476 広島県東広島市八本松町飯田 女 50代
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

1477 広島県東広島市安芸津町 男 60代
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

1478 広島県広島市安芸区中野東 女 30代
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

の強い雨・風に対応できる体制は？

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

場所があるとよいと思います

1479 広島県広島市安佐北区安佐町久地 女 50代
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
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
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1480 広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台 女 30代

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?

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

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

1481 広島県広島市安佐北区可部町上町屋 男 20歳未満
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。

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
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

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

1483 広島県広島市東区上温品 男 40代
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

感じている。

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

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

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

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

思う

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

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

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。

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

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

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

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

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

たり，自転車まで捨てられていた。

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

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

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
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

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。

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

いと思います。

1493 広島県広島市中区光南 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。

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

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

どうか？

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

1496 広島県広島市安佐南区緑井 男 40代
・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

なイメージ

・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）　・

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

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，

遊歩道，堤防強化を同時に行なう

1497 広島県広島市東区温品 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

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

1500 広島県安芸郡府中町城ヶ丘 男 70歳以上

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

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

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

ますよう願っています

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

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

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

理かな!!

1501 広島県広島市西区高須台 女 40代
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

いるように感じる

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

環境整備。あと水質の保全活動も引き続きお願いしたい

1502 広島県広島市西区新庄町 女 50代
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

える学校，地域そろって参加できる企画などは？

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。

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…

1503 広島県広島市安佐南区古市 女 30代

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。

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

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

1504 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 40代
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

1505 広島県広島市安佐南区中須 男 50代
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！

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！

1506 広島県廿日市市串戸 女 20代

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

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。

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

1507 広島県廿日市市宮園上 女 40代

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

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

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。

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

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

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

1508 広島県広島市佐伯区利松 男 20代
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

な，国道が落ち，生活に支障が出る

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

ほしい

1509 広島県山県郡北広島町吉木 男 60代
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

市内の人たちが安心して使える水にするべき

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

い。太田川クリーン作戦にも協力しています

1510 広島県呉市広本町 女 60代 オープンカフェ ができ，とてもすばらしいと思います
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

1511 広島県広島市安佐北区口田 女 30代
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。

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。

1512 広島県広島市安佐北区口田南 男 30代

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

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

も必要だと思う

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

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

1513 広島県広島市安佐北区口田 男 70歳以上

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

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

1514 広島県広島市佐伯区石内南 女 30代

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

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

れていないと思う。

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

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

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

1516 広島県広島市安佐北区落合南 男 50代

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

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

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

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 もっともっときれいな水を目指してください
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1518 広島県広島市安佐北区深川 女 30代

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

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

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

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

1519 広島県広島市安佐北区上深川町 男 50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

ほしい

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

に努めていただきたい

1520 広島県広島市安佐南区川内 女 40代
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

い

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

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
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

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 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

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
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

1524 広島県広島市南区山城町 女 40代
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

たち，孫の世代に引き継がねば！と思ってます

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，

川を活かして街づくりをしてもらいたいです

1525 広島県広島市南区宇品東 男 50代
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
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

1526 広島県広島市佐伯区五日市町下河内 男 70歳以上
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
砂防ダムの増設。急傾斜地の補強整備

1527 広島県広島市安佐南区長束 女 50代

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

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

うか

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

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）

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

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

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 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
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

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 今のままでよい 清潔で緑があって市民が憩える川であってほしい

1532 広島県安芸高田市甲田町浅塚 男 50代
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
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

1533 広島県広島市安佐南区川内 男 40代 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 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

1534 広島県安芸高田市向原町戸島 男 70歳以上
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

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

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

含め管理をその地域に任す構想はいかがでしょう

1535 広島県広島市東区牛田東 女 30代 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

1536 広島県広島市西区南観音 男 70歳以上

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

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）

1537 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 60代
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）

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

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

内の雑木を伐採し，通水能力を大にすること

1538 広島県東広島市八本松町正力 男 50代 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

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
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

いと思う

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

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

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

ら八木に向けて橋がかかったらいい

1543 広島県広島市安佐南区川内 女 30代 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

1544 広島県広島市安佐南区西原 男 50代

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

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

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！

1545 広島県広島市東区戸坂新町 男 60代

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

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

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

1546 広島県広島市東区牛田新町 女 40代

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

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

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

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

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

1549 広島県広島市東区戸坂新町 女 30代
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

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

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

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

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

身も知るチャンスがあるといいなと思います

1550 広島県山県郡北広島町新庄 女 60代 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）

1551 広島県呉市郷原町 女 60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

と思います

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

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

1552 広島県呉市和庄 男 70歳以上
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

が災害対策は十分配慮してほしい

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

見てびっくりした。あんな川にできないものであろうか

1553 広島県広島市安佐南区相田 女 40代
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。

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

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

1554 広島県広島市安佐南区中須 女 50代

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

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

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

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

1555 広島県広島市安佐南区高取南 女 30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

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…

1556 広島県廿日市市阿品台北 女 50代
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
水量が多くきれいな川

1557 広島県廿日市市前空 男 50代
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

にしたり工夫してほしい（小さなせせらぎ公園のように）

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

に覆われたらすばらしい１００万都市になる

1558 広島県広島市佐伯区藤の木 女 20代

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

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

「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

1559 広島県廿日市市峰高 女 70歳以上
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

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
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

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

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

てください

1561 広島県広島市西区南観音 男 70歳以上 ゴミが多いように感じるので少しきれいに

1562 広島県広島市安芸区矢野東 女 20歳未満 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

1563 広島県広島市安芸区船越 女 50代

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

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

島とはいえない

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

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

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？

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 水辺の賑わいと同時に水害のない整備を望む

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

1566 広島県広島市安芸区矢野西 男 20代

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

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
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

1568 広島県広島市安佐北区可部南 女 20代
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

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

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

一刻も早く取り戻してほしい

1569 広島県広島市安佐北区可部 男 60代 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
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

1570 広島県広島市安佐北区三入南 女 60代
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

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

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

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

1571 広島県広島市安佐北区三入 男 20代 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

1572 広島県広島市安佐北区可部 女 40代
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

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

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。

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

1573 広島県山県郡安芸太田町 女 60代
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

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。

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

太田川を誇れる！太田川になりますように望んでいます。

1574 広島県山県郡安芸太田町坪野 男 70歳以上

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

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

なかった。

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

1577 広島県広島市安佐南区祇園 女 30代

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

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

…とも思えない。花火大会も無くなってしまい残念です。

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

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

ほしい

1578 広島県広島市安芸区矢野西 女 30代

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

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

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

1579 広島県安芸郡海田町南昭和町 女 50代
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

シ，ホームページでいろいろなことを知りました。

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

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 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

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
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。

1582 広島県安芸郡海田町昭和中町 女 30代

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

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

らぞーっとすると思います。

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

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

1583 広島県安芸郡海田町国信 女 60代
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

の花火大会がきれいでした

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

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…
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

1586 広島県呉市神山 女 40代
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

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）

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

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。

1587 広島県広島市安佐南区伴東 男 30代 遊び場が少ない みんなに愛される太田川にしてほしい

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
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

1589 広島県東広島市西条町郷曽 女 40代

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

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

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

に，「川の美しさ」をもう一度考えたいものです

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

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

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）

1593 広島県広島市安佐北区深川 男 30代
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

れていることを誇りに思います

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

がありますが，非常に危険です

1594 広島県広島市佐伯区吉見園 女 30代

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

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

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。

1595 広島県広島市南区西蟹屋 男 70歳以上
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

う

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

全な太田川を目指してほしい

1596 広島県広島市東区戸坂新町 男 50代
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

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。

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

る方に案内のできる川にしていただきたい。

1597 広島県広島市東区戸坂千足 女 50代 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

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

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
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

ならない

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

として活用できるようにしてほしい

1599 広島県広島市南区皆実町 女 20歳未満 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

1600 広島県広島市東区牛田早稲田 男 30代
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

た。自然に近い川となってきている（下流）

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

うに望みます
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1601 広島県広島市東区馬木 男 60代

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

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※

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

いで河川に近づけることも可能。

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

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

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

すことが大切です。

1602 広島県広島市東区牛田早稲田 女 40代

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

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

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

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

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。

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

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

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

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

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，

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 花火大会が無くなって寂しいです
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

いいと思います

1604 広島県広島市安佐北区可部南 女 50代

・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

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。

・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

1605 広島県広島市安佐南区伴南 男 50代

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

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。

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。

1606 広島県広島市安佐北区可部 男 70歳以上

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

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

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

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。

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

1608 広島県広島市佐伯区五月が丘 女 60代

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

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

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

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）

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

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 男 50代
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

は安らぎを感じます。水がきれいなところも誇れます。

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

ない災害対策を望みます

1611 広島県広島市佐伯区五日市町寺田 男 70歳以上

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。

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

のではない

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

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。

草刈などもっと整備が必要と思う（安佐南区）

1612 広島県広島市安芸区船越 男 60代
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

善されたと思っています。（緑井，深川など５４号線）

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

なっているので基準の見直しが必要と思います

1613 広島県広島市安芸区中野東 男 50代 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

1614 広島県広島市佐伯区吉見園 女 70歳以上
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

だ不十分なことが分かりました。心細い思いがしました。

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

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

1615 広島県広島市佐伯区五日市中央 女 60代 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

1616 広島県広島市佐伯区隅の浜 男 70歳以上

1617 広島県広島市佐伯区五日市中央 女 70歳以上

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

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。

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

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

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

しょう

1618 広島県広島市佐伯区五日市町 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
多くの世代の人が安全に楽しめるとよい

1619 広島県広島市佐伯区海老園 女 30代 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 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

1620 広島県広島市中区堺町 男 30代

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

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

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

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 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 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

1623 広島県廿日市市串戸 男 50代

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

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

されているのが知っていますが）

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

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

になればと思う

1624 広島県廿日市市新宮 男 60代

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

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

行。会を開き汗をかくことをしてみてはどうでしょう

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。

1625 広島県佐伯区湯来町 男 60代
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

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

厳しい目を

1626 広島県山県郡安芸太田町 女 50代 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

1627 広島県廿日市市地御前 女 50代

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

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

を与えてくれる太田川です。

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

1628 広島県広島市佐伯区五日市 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
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。

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
「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

1630 広島県広島市西区三滝本町 女 30代
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

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

なるようにしてほしい

1631 広島県広島市安佐北区口田南 女 50代 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 きれいな川になるように…

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

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

1635 広島県広島市南区仁保 男 60代

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。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

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。

1636 広島県広島市南区旭 女 30代

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

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

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

1637 広島県広島市西区庚午北 男 60代
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，

台風による高潮がなければすばらしいです

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

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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1638 広島県広島市南区翠 男 30代

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

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

ん。

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

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

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

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
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

整備も進めていってほしい

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 生物が生きられる，生息している川

1641 広島県広島市東区牛田旭 女 40代

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。

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

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

1642 広島県呉市押込 男 40代 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

1643 広島県安芸郡府中町青崎中 女 60代

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

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

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

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

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

ん。知りたいです

1644 広島県広島市佐伯区三宅 女 40代
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
クリーンな川を目指してほしいです

1645 広島県広島市安佐北区可部町今井田 男 60代 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 温井ダムの撤去

1646 広島県庄原市山内町 男 60代
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」

のありがたさをお互いに
上流森林資源の確保。上流の環境開発はほどほどに

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 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

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
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

1649 広島県広島市安佐北区亀山 男 70歳以上

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

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

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

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

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

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

1651 広島県広島市安佐北区可部 男 60代

・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

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）

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

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 釣りや水遊びを安心してできる川になってほしいです

1653 広島県広島市西区打越町 女 30代

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

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

れいにする努力をしていきたいです。

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 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

1655 不明
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

をしたことがあります

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

1656 広島県呉市吉浦新町 女 30代 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

や災害に対応できる太田川を望みます

1657 広島県江田島市能美町中町 女 50代 魚，カニ…などが住める川になってほしいです

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
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

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

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

いでほしい

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

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

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

1662 広島県広島市安佐北区口田南 女 40代

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

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

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 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

1664 広島県広島市東区中山新町 女 30代
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。

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）

1665 広島県広島市南区上東雲町 男 60代

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。

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。

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
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

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）
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

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

1672 広島県広島市安佐南区長束 女 30代

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

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

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

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。

人間の都合に合わせるのはおかしいです。

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

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

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

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。

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。
とにかくきれいな太田川。自然がまわりにある太田川

1674 広島県広島市安佐南区大町東 男 50代

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

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

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

1675 広島県広島市安佐南区西原 女 40代

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

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

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。

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

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

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

1676 広島県広島市安佐南区川内 男 20代

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

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

のようなことがなくなればよいと思います。

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

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。

1677 広島県広島市安佐南区安東 男 70歳以上

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

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。

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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1678 広島県広島市安佐南区高取北 女 30代
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

です。

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

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
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

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 ・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）

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
・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

1682 広島県広島市中区広瀬町 男 60代
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

る。きれいにしてほしい

・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

整備し，市民の楽しめる場所にしてほしい

1683 広島県広島市安佐北区安佐町久地 男 60代
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

石採取の中止化

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。

再災害は待ってくれない

1684 広島県広島市東区福田 女 50代
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

いです
情報網の整備

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 女 30代
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

とです。

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

い

1689 広島県広島市東区 男 60代
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

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

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

クリングできること⑤まだまだたくさんあるが・・・

1690 広島県広島市安芸区矢野南 男 50代 河川敷の有効利用がなされていない 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

1691 広島県広島市安佐北区真亀 男 60代
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

大きくなり森林となっている

1692 広島県広島市中区吉島西 女 60代

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

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

…喜んでいます

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

1693 広島県安芸郡府中町山田 女 40代
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
・自然環境の保持　・災害時の対策強化

1694 広島県広島市中区東白島町 女 40代
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

年とても楽しみです

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

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

1695 広島県広島市中区舟入中町 女 50代

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

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

いですよ。

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

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

たい（平和大通り地下の）

1696 広島県安芸郡府中町浜田 女 50代
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

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。

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

1697 広島県広島市中区吉島東 女 20代
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

1698 広島県広島市東区馬木 女 50代

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

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 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

1700 広島県広島市安佐北区真亀 男 50代
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
滝山川以外の河川にもダムなどの治水施設が必要

1701 広島県広島市中区舟入南 女 40代 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

1702 広島県安芸郡府中町浜田 女 40代

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

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

ようになったりで）変わってびっくりしたことがある

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

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

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
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

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
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

1706 広島県広島市安芸区矢野南 男 40代
・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
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

1707 広島県広島市中区吉島東 男 50代
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

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

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

てもらえないでしょうか

1708 広島県安芸郡府中町山田 男 70歳以上 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

1709 広島県広島市中区江波東 男 70歳以上
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

植えられたらどうでしょう

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

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

1710 広島県広島市西区井口 男 60代
・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

のではないか

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

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

1711 広島県広島市中区舟入川口町 女 30代 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

1712 広島県広島市安佐南区古市 女 60代

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

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

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，

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

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

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

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

（人間も）が共存できる環境であってほしい

1713 広島県東広島市西条上市町 女 30代
「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

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…

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

考えてほしい

1714 広島県広島市南区丹那町 女 30代

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！

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

1715 広島県広島市南区西蟹屋 女 60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）
水がきれいになってほしい

1716 広島県東広島市西条町寺家 女 50代 心安らぐ場所だと思っている 災害に強い太田川になること

1717 広島県広島市西区高須 男 60代

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

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

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

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
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）

1719 広島県東広島市西条町寺家 女 30代

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

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

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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1720 広島県東広島市西条町御薗宇 男 40代 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

1721 広島県広島市安佐南区古市 女 30代
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

ます。観光資源としてもっと活用してもいいと思います

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

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
・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

1724 広島県広島市安芸区瀬野町 女 30代
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

1725 広島県広島市東区戸坂大上 男 60代 水の流れは今以上に変更しないこと

・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

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

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 広島市を代表する川だが，汚いイメージが強いのが残念
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

1727 広島県広島市南区向洋新町 女 30代
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

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…

1728 広島県広島市南区 男

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

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

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
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

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

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。

1733 広島県広島市安佐南区長束 男 30代
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

水辺で楽しめる整備がほしい

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

たい

1734 広島県三次市大田幸町 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

1735 広島県三次市江田川之内町 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
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。
京都の川床料理のような店があればいいとおもいます

1737 広島県呉市上内神町 男 40代
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

を変える必要があると思います

1738 広島県呉市広古新開 女 30代
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

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

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

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

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
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

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 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

1741 広島県呉市苗代町 男 20歳未満
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

たい。全国で有名になるようにしてほしい

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

などを禁止や時間を制限して生き物を増やしてほしい

1742 広島県呉市広横路 男 30代
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。

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

1743 広島県呉市寺本町 男 50代 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。 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

1744 広島県江田島市江田島町切串 女 40代
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

1745 広島県呉市和庄 女 70歳以上
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

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

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

と思います

1746 広島県呉市神原町 男 60代 水がきれいである 今後もきれいな水を保つように

1747 広島県呉市川尻町 男 70歳以上
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

画的に重要課題，順位性を立てることに配慮が足りない

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

1748 広島県呉市押込 女 60代

1749 広島県呉市阿賀南 男 60代

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

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。

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。

1750 広島県江田島市能美町鹿川 男 50代

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

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

全体で対策を考える必要がある。

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

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

きである

1751 広島県江田島市能美町鹿川 女 50代
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

はいいと思う

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

いいことだと思います

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
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

どうか？レジャーボートは海に係留すべき

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

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

1754 広島県広島市安佐南区山本 女 30代

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、

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

たいスポットです

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

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、

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

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
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

か不思議です。

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。

ウチのわんこを連れて行きたい

1756 広島県広島市西区小河内町 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

1757 広島県広島市西区己斐大迫 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
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

ましたが、まだ泳ぐ気にはなれません

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

いただきたい

1759 広島県広島市安佐南区相田 男 50代 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

1760 広島県広島市安佐南区古市 男 60代

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

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

1761 広島県広島市佐伯区観音台 女 30代
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

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

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

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

1762 広島県広島市安佐南区西原 女 60代
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
オープンカフェ をもう少し広げてほしい

43/76



Ｎｏ． 住所 問５問４
性

別

年

齢

1763 広島県広島市西区山田町 男 70歳以上

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

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

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

1764 広島県広島市西区古江上 女 30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
週末だけでなく平日も駐車場を開放してほしい

1765 広島県広島市西区己斐東 女 70歳以上
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

てます。遊歩道など素敵である

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

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

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 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

1768 広島県広島市南区段原 女 70歳以上

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

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

に生まれ育って現在のあることを感謝してます

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

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
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

1773 広島県広島市安佐南区高取南 男 60代
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。

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

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

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

1774 広島県広島市安佐南区山本 女 40代
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

なと思う

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

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

1775 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 女 40代

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

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

1776 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張 男 70歳以上

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

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

守られように良い施策を

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 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

1778 広島県広島市西区楠木町 女 20歳未満
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

どもいてとても良い環境なのではないか

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

しい

1779 広島県広島市佐伯区五月が丘 男 50代 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

1780 広島県広島市安芸区矢野西 女 40代

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？

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

ほしい

1781 広島県広島市安佐北区狩留家町 男 70歳以上 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 堤防を整備し、効用化してほしい

1782 広島県広島市安佐北区白木町井原 男 60代
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
水質。河川利用（遊び場としての河川利用）

1783 広島県広島市安佐北区白木町三田 女 60代
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

るのでは・・・？川底の泥をどうにかできないか？

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・・・

1784 広島県広島市安佐北区深川 女 30代
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

少ない

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

報を分かりやすく提供していってほしい

1785 広島県広島市安佐北区上深川町 女 60代 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

1786 広島県廿日市市平良 女 50代

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

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

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

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

1787 広島県広島市佐伯区 男 60代 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
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

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 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・・

1789 広島県広島市西区庚午中 女 30代

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

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

1790 広島県広島市佐伯区五日市中央 女 30代
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

ん。ゴミなどが流れているし・・・

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

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

1791 広島県広島市佐伯区五日市町口和田 女 40代
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

一人ひとり心がけていきたいです

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

てほしい

1792 広島県佐伯区湯来町菅沢黒谷 男 30代 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

1793 広島県廿日市市可愛 女 60代

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

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

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

史的に見直しされてはいかがでしょうか

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

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

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

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・・

1794 広島県三次市十日市南 男 50代 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

1795 広島県尾道市東則末町 女 40代

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

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

いました

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 上流の山林保護による水質と、水質の確保を望みます

1797 広島県広島市西区鈴が峰町 男 70歳以上

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

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

いるので、中が空洞化したところがあるのでは？

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

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

すのをなくするように広報しては？

1798 広島県安芸郡府中町大通 女 30代

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

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

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

1799 広島県広島市西区己斐上 男 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・・
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

1800 広島県広島市安佐北区口田南 男 70歳以上 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

1801 広島県広島市東区温品 女 40代
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

の者は当たり前の、どこにでもあるという感覚です

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

ることができると思う

1802 広島県広島市東区牛田新町 女 50代 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

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 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

1805 広島県庄原市西城町大屋 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

1806 広島県呉市西鹿田 女 70歳以上
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
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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1807 広島県広島市南区堀越 男 40代 もう少し子供たちが楽しめる場所を作ってほしい このまま水質を保てるようにしてください

1808 広島県呉市広中新開 男 70歳以上

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。

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

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
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

けない
水辺の憩いの場をたくさん作ってください

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
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

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 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

1812 広島県広島市南区仁保新町 男 70歳以上

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

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

流れ始めていた。大変危険である

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

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

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

1815 広島県広島市東区馬木 女 60代

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

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

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

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

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

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

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

ある

1816 広島県広島市東区中山新町 女 60代
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

す

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。昔のようにアユがたくさん泳いでいるような！

1817 広島県広島市安芸区瀬野 女 20代
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

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

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

はもちろん変わらず保ってほしい

1818 広島県広島市東区山根町 男 50代 コンクリートで固めることをやめるべきです

1819 広島県広島市西区井口 男 20代 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
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

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
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

1821 広島県広島市西区観音本町 男 60代
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

なーと感じます

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

考えても面白いと思います

1822 広島県広島市西区己斐上 女 30代
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

幅が広く美しく管理されていると思います

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

が、大丈夫だろうかと感じるときもあります

1823 広島県広島市西区己斐上 女 50代 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

1824 広島県広島市西区三滝本町 女 60代

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

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

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

置するわけにはいかないと思います

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

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

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

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

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

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

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

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
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
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

1827 広島県山県郡安芸太田町穴 男 60代
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
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
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

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 小さな子供でも近づける公園を整備してほしい

1833 広島県広島市中区上幟町 女 40代

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

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

心であってほしい部分あり

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 以前のように遊泳できる川に

1835 広島県広島市中区舟入南 女 50代
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

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

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。

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・・

1836 広島県広島市中区河原町 女 60代
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
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

1837 広島県広島市安佐南区安東 女 60代 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

1838 広島県安芸郡府中町清水ヶ丘 男 60代

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

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

自慢できる

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

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

ように護岸歩道を作ってほしい

1839 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 女 50代
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

1840 広島県山県郡北広島町都志見 男 50代

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

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 男 40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
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

造物にしてほしい

1842 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張 男 60代
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！

1843 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 60代

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

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

1846 広島県広島市東区牛田南 男 30代

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

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

が起こるのではと・・

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

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

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
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

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

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

育する

1849 広島県東広島市福富町 女 20代
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
悪臭のないクリーンな川であってほしい

1850 広島県広島市安佐南区大塚東 男 60代
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

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

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

れる太田川であってほしい

1851 広島県広島市安佐南区上安 男 40代
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

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

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

幸せだと思います
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1852 広島県広島市安芸区畑賀 女 30代

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

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

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

1853 広島県山県郡北広島町有田 女 50代
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

かの形でお返しをすることが大切

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

けている人みんなの協力で推進すべきだ

1854 広島県広島市安佐南区上安 男 60代
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

広島人の誇りです

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

な水に関する周知活動も必要だと思います

1855 広島県広島市安芸区矢野東 女 50代

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、

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

と触れることができて良いと思う

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

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

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
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

1858 広島県広島市安芸区瀬野西 女 30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

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

1859 広島県広島市安芸区中野 男 30代
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

1860 広島県広島市安芸区中野東 女 50代 ゴミが浮いている。草等が生えている。水が良好ではない 私たちも気をつけなくてはならない

1861 広島県安芸郡坂町 女 60代
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

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

1862 広島県安芸郡坂町小屋浦 女 40代 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

1863 広島県広島市安芸区中野 女 20代

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
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
きれいな川原にしてほしい

1865 広島県広島市安芸区中野東 男 60代

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

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

1866 広島県安芸郡熊野町 女 60代

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

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

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

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
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

い。人工的な河川は冷たい感じがする

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

1870 広島県広島市南区段原 女 30代

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

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

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

1871 広島県広島市東区中山新町 女 30代 とても親しみを感じています
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

供と遊ぶ場をもっと整備してほしい

1872 広島県広島市南区南蟹屋 男 60代
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

して見た目もきれいになってほしい

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

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

1873 広島県東広島市黒瀬町 女 40代
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

においが気になる

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、

堤防のチェ ック強化したらいいと思う

1874 広島県広島市佐伯区五日市駅前 男 60代 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

1875 広島県廿日市市佐方 男 40代

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

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

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

税金を使ってほしい

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

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

1876 広島県広島市安佐北区落合南 女 40代
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

うに感じます

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

れからも維持してほしいと思います

1877 広島県廿日市市物見西 女 40代 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

1878 広島県安芸郡海田町南大正町 男 40代
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

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 きれいな水質・崩れない堤防

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
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

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

1883 広島県広島市佐伯区五日市町寺田 女 70歳以上

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

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

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

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

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。

お金をかけずにどうすればいいのでしょうか

1884 広島県広島市佐伯区藤の木 男 70歳以上 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

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 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

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

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

1887 広島県広島市西区己斐大迫 女 30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

1888 広島県広島市西区己斐中 女 50代 川の町広島のシンボル的な川
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

に緑を！

1889 広島県広島市西区 男 40代 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

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

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

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

1891 広島県安芸郡府中町宮の町 女 40代
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

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

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
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

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

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

い思い出です。これからもそんな川であってほしいです

近場で泳げるような川であってほしいですね

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
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
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1896 広島県広島市安佐南区中筋 女 70歳以上

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

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・・

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

1897 広島県安芸郡海田町昭和中町 女 50代
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

るといい

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

やしていきたい

1898 広島県安芸郡海田町東昭和町 男 50代
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

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

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

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

1899 広島県江田島市切串 男 60代 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
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
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

1903 広島県安芸郡海田町成本 女 30代
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
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

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

1906 広島県広島市安芸区中野 男 60代

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

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

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

1907 広島県東広島市西条本町 男 70歳以上 下流域の川底のヘドロの除去 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

1908 広島県東広島市西条中央 女 50代
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

1909 広島県東広島市西条栄町 女 40代 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

1910 広島県広島市西区大宮 女 40代
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

なってから一年中シーンとしていて淋しい

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

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

1911 広島県竹原市下野町 女 40代 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

1912 広島県東広島市八本松町原 男 60代
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

備を進める必要があるように思う

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

講じられたことがまず優先されるべきであろう

1913 広島県広島市西区南観音 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

1914 広島県東広島市黒瀬町 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

1915 広島県広島市安芸区瀬野西 女 30代
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

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・・・

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

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
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

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

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

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

て生活しなければと思います

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 水質の改善、堤防の決壊を防ぐ

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
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

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

さに驚いた

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

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

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

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
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

にはベンチがいろんなところに設置してあればよい

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 美しい川になってほしいです

1928 広島県広島市安佐北区口田 男 30代
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

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

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

らえる様な川であってほしいです

1929 広島県広島市安佐北区口田南 男 70歳以上
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

いな親水スペースがほしい

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

小魚に恵まれた川

1930 広島県広島市安佐北区亀崎 男 60代

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

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

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

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。

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

1931 広島県広島市西区草津東 男 70歳以上

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

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

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

1932 広島県安芸郡海田町上市 女 30代
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

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

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

とができる川であってほしい

1933 広島県広島市南区出汐 男 50代 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

1934 広島県広島市安佐南区川内 男 40代
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
公園化を進め身近な親水性を強めてほしい

1935 広島県広島市安佐南区西原 男 60代

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

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？

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

1936 広島県広島市安佐南区緑井 女 30代
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

1937 広島県広島市安佐南区安東 女 60代 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

1938 広島県広島市安佐南区祇園 女 30代

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
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

1940 広島県広島市安佐南区大町東 女 50代
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

いいのでは・・

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

といいですね
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1941 広島県広島市安佐南区大町西 男 70歳以上

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

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

はもはや川ではない

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

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

1942 広島県広島市安佐南区西原 男 30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

1943 広島県東広島市西条本町 女 60代 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

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

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

1944 広島県呉市焼山東 男 60代

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

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

1945 広島県江田島市能美町高田 女 40代
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

飲める

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

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
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

1948 広島県広島市西区打越町 女 50代

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

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

「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 災害のない子供が安心して遊べる川作り

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
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
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

1953 広島県広島市西区都町 女 40代

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

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

1954 広島県安芸高田市甲田町下小原 男 20代

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

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

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

1955 広島県広島市安佐北区白木町三田 男 40代
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

える

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

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、

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

要があります

1956 広島県広島市安芸区畑賀 女 30代 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

1957 広島県広島市西区 男 70歳以上
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

もっと進めてもらいたい

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

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

1958 広島県広島市安佐南区伴東 男 70歳以上
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

1959 広島県広島市安佐南区伴南 男 60代
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

止の面でも緑化すべきであるが、対策がなされていない

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

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

1960 広島県広島市安佐南区沼田町阿戸 女 60代 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

1961 広島県広島市中区西白島町 男 30代
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

1962 広島県広島市安佐南区緑井 女 60代

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

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

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

あったらどんなに便利でいいかと思う

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

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

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

いでは価値なく、全員の心が必要なので！

1963 広島県広島市東区牛田新町 女 60代
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

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

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

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

1964 広島県広島市佐伯区屋代 男 70歳以上

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

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

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

1965 広島県広島市南区東本浦町 女 50代

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

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

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！

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

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

住んでみたいけど災害のことを思うと怖いですね

1966 広島県広島市安佐南区相田 男 30代 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？

1967 広島県広島市安佐南区緑井 男 70歳以上
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

作る

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

避難箇所を事前に検討し、一般の人に知らせておくこと

1968 広島県広島市安佐南区安東 男 40代
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
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

1969 広島県江田島市能美町鹿川 男 60代 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 川底に汚物・汚泥のない魚が住む川になることを望む

1970 広島県広島市中区光南 女 50代
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

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

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

田川になってほしいです

1971 広島県広島市西区己斐上 女 50代
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

るとホッとすることもある

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

す

1972 広島県広島市東区馬木 女 30代
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

草・木をうまく利用してほしいかな

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

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

1973 広島県広島市安芸区中野東 男 70歳以上 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

1974 広島県広島市西区西観音町 男 60代 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？

1975 広島県広島市安佐南区山本 男 30代 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

1976 広島県広島市安佐南区上安 男 70歳以上
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

ほしい

1977 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 30代

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

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

から災害対策が必要だと思う

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

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

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

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

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

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

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

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

1980 広島県広島市安佐北区可部東 女 20歳未満 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

1981 広島県広島市安佐北区亀山 男 70歳以上
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

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

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

1982 広島県広島市安佐北区可部南 女 40代

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

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

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

1983 広島県広島市安佐北区亀山西 女 30代 災害が起きたときはよく崩れているのを見かけて怖い 下水道をもっと整備してもっと水質を良くしてほしい
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1984 広島県広島市安佐北区亀山南 男 40代 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

1985 広島県広島市安佐北区三入東 女 40代
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

大会もまた復活してほしいです

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

えてほしい

1986 広島県山県郡安芸太田町 男 70歳以上
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

息できる環境保存に努めて生きたい

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

い環境を望みます

1987 広島県福山市沖野上町 男 50代
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
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

1988 広島県広島市安佐南区沼田町伴 男 30代
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

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

1989 広島県安芸郡府中町浜田本町 女 30代

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

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

良いことだと思っています

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

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！

1990 広島県広島市安佐南区山本 女 20歳未満
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

びっぱなし

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

息できるようなきれいな川に！

1991 広島県広島市安佐南区安東 女 50代 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

1992 広島県広島市安佐南区安東 女 30代

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

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

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

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

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 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

1994 広島県広島市安佐南区川内 女 50代

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

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！

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

1995 広島県広島市安佐南区川内 男 40代 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

1996 広島県広島市安佐南区安東 女 40代
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

たい

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

て大切に守っていきたい

1997 広島県山県郡安芸太田町津浪 男 70歳以上

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

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

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

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

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

川で楽しめる魅力のある川であってほしい

1998 広島県山県郡安芸太田町津浪 女 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

1999 広島県山県郡安芸太田町加計 男 60代

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

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

水辺を美しくしていただきたい

2000 広島県山県郡安芸太田町下筒賀 男 70歳以上
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

2001 広島県山県郡安芸太田町加計 男 70歳以上
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

が住める川にならないか

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

い。やればできることを自覚する

2002 広島県山県郡安芸太田町 女 60代 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

2003 広島県山県郡安芸太田町 女 40代

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

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

は薄くなっています

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

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

の水であってほしいです

2004 広島県広島市安佐北区可部 男 70歳以上
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

る

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

思う

2005 広島県山県郡北広島町大朝 男 70歳以上 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

2006 広島県安芸高田市吉田町山手 男 40代

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

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

なので、気持ち悪く感じています

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

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

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

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 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

2008 広島県広島市西区竜王町 男 40代
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

道の整備してほしい

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

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

2009 広島県広島市西区井口台 女 40代
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

象もない

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

にできると思います。広島には川が多いのだから・・

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

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

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

2012 広島県三次市十日市西 女 50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
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

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
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

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

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

い水の供給源です。みんなで大事にしてほしいです

2015 広島県三次市向江田町 男 70歳以上 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

2016 広島県三次市三次町 女 50代
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。

もう少し美しくしてみてはいかがか？

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

は車を停めて座って見る所がほしいです

2017 広島県三次市布野村上布野 女 60代 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

2018 広島県世羅郡世羅西町黒川 女 30代

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

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
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

るようにしたら良い
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

2020 広島県広島市南区西霞町 男 20歳未満
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
今後もキレイな川としてずっといてほしい

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
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

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 キレイな川になることを望みます

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

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

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
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2026 広島県広島市南区皆実町 女 30代

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

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

ものだと思います

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

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

2027 広島県広島市東区牛田東 女 50代

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

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

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

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

いものかと

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

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。

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

2028 広島県広島市安佐南区祇園 女 30代

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

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
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

能力の増強に努めてほしい

2032 広島県廿日市市阿品台 男 50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？
河川敷ではた上げをします。トイレを増やして！

2033 広島県廿日市市平良 男 60代

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

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

2034 広島県廿日市市宮内 男 40代 ウィンドウサーフィンができない ウィンドウサーフィンができるように

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 これからも自然豊かでキレイな川であってほしい

2037 広島県広島市安芸区船越 女 50代 よりキレイな川づくりのため整備管理してほしい
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

2038 広島県広島市安芸区矢野南 女 40代

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

「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

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

2039 広島県広島市安佐南区安東 男 50代 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！ 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

2040 広島県広島市安佐南区中筋 男 40代
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

2041 広島県三次市布野町横谷 女 50代 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 自然豊かな川ということをもっと大きくＰＲしてほしい

2042 広島県三次市南畑敷町 女 50代
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
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

2043 広島県三次市四拾貫町 女 20代

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

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

しい

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

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

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

えてほしい

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

かびます

2045 広島県呉市蒲刈町田戸 女 30代

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

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

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

質を保ってほしいと思います

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

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

2046 広島県呉市安浦町 男 40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

2047 広島県呉市広小坪 男 50代 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

2048 広島県呉市広三芦 女 60代
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！

2049 広島県東広島市西条中央 女 50代

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

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

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

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

は大切

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

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

アピールし続けてほしい

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
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

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 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

2054 広島県呉市音戸町坪井 男 70歳以上
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

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

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

の地域の防災にもう少し手を入れてほしい）

2055 広島県呉市青山町 女 20代

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

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

アピールしてほしい

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

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

2056 広島県広島市安佐南区川内 男 40代
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
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

2057 広島県広島市安佐南区大町西 女 50代 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 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

2058 広島県三次市三和町敷名鉾畦 女 50代
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
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

2059 広島県世羅郡世羅西町下津田 男 40代
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

す

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

思います

2060 広島県山県郡安芸太田町 男 60代

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

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

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）

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

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

すが、堰堤の下流で堤防の決壊が見られる

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

流域に少ないと考えますが・・

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

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

くの人たちと共有してゆける太田川であってほしい

2062 広島県広島市安佐南区東原 男 70歳以上

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

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

いか、水量の少ないのが気になります

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

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！

2063 広島県広島市安佐南区川内 男 40代 何も感じない 災害の防止、水質の良化

2064 広島県広島市東区光町 男 60代
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

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

2065 広島県呉市吉浦中町 男 30代

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

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？

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？

2066 広島県広島市安佐北区安佐町久地 女 30代 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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2067 広島県東広島市福富町 女 40代 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
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

2068 広島県広島市安佐北区 女 60代
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？

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

2069 広島県安芸郡府中町八幡 男 20歳未満
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
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

2070 広島県広島市中区富士見町 男 70歳以上 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

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

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
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
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

2072 広島県広島市東区矢賀 女 70歳以上
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
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

～４回も浸水して困っている

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

を広げ堤防を高くしてほしい

2076 広島県広島市安佐南区高取北 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
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

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
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

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 キレイな川を将来も継続してほしい

2080 広島県東広島市八本松南 女 30代

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

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

う

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

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

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、

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
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

2082 広島県広島市安芸区瀬野西 男 30代
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

気になります

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

留する場所を作ったほうが良いと思います

2083 広島県広島市安佐南区沼田町伴 男 60代 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

2084 広島県広島市安佐南区伴北 男 60代

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

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

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

と力を入れてほしい

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

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

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

する

2085 広島県東広島市西条町田口 女 30代

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

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

ます

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

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

しいです

2086 広島県広島市安佐南区大塚西 女 30代

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

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

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

た大切な場所である認識がもっと県民にほしいです

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

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

いです

2087 広島県安芸郡熊野町 女 70歳以上
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

か考えよう

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

れない

2088 広島県広島市安佐南区沼田町伴 女 30代

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

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

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

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

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

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

を守る。個性豊かな自然の川を大切に！

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

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

す

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

要

2092 広島県東広島市西条町御薗宇 女 30代

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

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

づくりをしていきたい

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

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

2093 広島県広島市東区戸坂山根 女 50代

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

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

えてほしい

美しい親しみやすい川になってほしい

2094 広島県広島市西区己斐上 女 60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
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

2095 広島県廿日市市佐方 男 60代
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

でもらうように川にやさしい工夫を

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

川に

2096 広島県東広島市高屋町白市 女 30代 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

2097 広島県呉市押込西平町 男 40代 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

2098 広島県呉市焼山宮ヶ迫 女 30代

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

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

2099 広島県江田島市沖美町岡大王 女 50代

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

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

2100 広島県廿日市市宮内 男 20代 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

2101 広島県広島市佐伯区五日市町口和田 女 20代
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

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

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

で、安全面は充実しておくべきではないかと思います

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
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

が必要です

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

てください

2104 広島県広島市東区戸坂中町 女 30代

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

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

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

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

2105 広島県広島市東区戸坂くるめ木 男 50代
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
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

2106 広島県安芸郡海田町南幸町 女 50代 雑草などが生えて、またゴミも捨てられ汚いと思います
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

2107 広島県広島市安佐北区小河原町 女 60代

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

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

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？
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2108 広島県呉市瀬戸見町 女 30代

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

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

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

2109 広島県呉市阿賀中央 男 40代 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

2110 広島県広島市東区戸坂桜上町 男 30代
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

が大きすぎて川というイメージでない

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

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

2111 広島県広島市東区上温品 男 50代

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

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

毒物が流れたこともある

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

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

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
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

よう心からお願いします

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

2115 広島県広島市安佐北区亀崎 男 70歳以上
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

砂の除去を行うこと

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

えない。環境美化をぜひ実施してほしい

2116 広島県広島市安芸区瀬野西 女 20代

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

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

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

2117 広島県呉市上山田町 女 20歳未満 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 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

2118 広島県呉市三条 男 70歳以上
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

れる

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

水」の言葉の意義を大切に太田川を育ててほしい

2119 広島県呉市瀬戸見町 男 40代
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

2120 広島県東広島市安芸津町 女 40代

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

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、

本当に大切なことだと思います

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

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

て行きたいと思います

2121 広島県広島市東区馬木 男 60代
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

悪くアユの香りも悪い

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

きく関係してくると思います

2122 広島県呉市中央 女 60代 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

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
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

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

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

です

2125 広島県呉市吉浦宮花町 女 60代 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
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

ようにしてほしい

2126 広島県呉市阿賀中央 女 70歳以上
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

川であることを思っている

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

ほしいと思っている

2127 広島県江田島市江田島町中央 女 70歳以上
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

うお願いします

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

たらまた別の楽しみができるのではと思います

2128 広島県広島市安芸区上瀬野南 女 50代

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

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

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

2129 広島県広島市安佐北区口田 男 70歳以上 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

2130 広島県広島市安佐北区深川 男 70歳以上

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

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

だと思います

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

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

で魚が住みにくい事も耳にしています

2131 広島県広島市安佐北区深川 男 50代
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

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

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

いるので、支流への水流増加はできないのでしょうか？

2132 広島県広島市安佐北区深川 男 70歳以上 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

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

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 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 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

2134 広島県安芸高田市吉田町吉田 男 40代
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

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

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

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
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・・・
今の環境を残してほしい

2138 広島県安芸郡府中町大通 男 30代
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、

癒される機会も多くなっています

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

2139 広島県広島市南区大州 男 40代 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

2140 広島県広島市安佐南区川内 女 30代

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

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

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

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

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

保つことに興味を持てるようになる気がします

2141 広島県広島市安佐北区可部 男 60代

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

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

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

化し、川遊びの魅力がなくなったのでしょうか？

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

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

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

いのでプールなどより付加価値が高いと思います

2142 広島県広島市中区江波東 女 30代

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

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

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

2143 不明
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

い。しかし、犬の散歩場所としては最適です

2144 広島県広島市中区吉島町 女 40代
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

フェ の増設もあり、素晴らしいと思う

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

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

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

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

2145 広島県東広島市高屋町杵原 女 30代 下流域の水が汚い 水がきれいになること

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
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

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
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

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
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

な姿にするよう努力してほしい

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

2151 広島県広島市西区己斐本町 女 20代

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

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

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

2152 広島県東広島市志和町志和堀 男 60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
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

2153 広島県広島市中区平野町 女 50代 もっと河川敷を整備して、人が集う場所を作ってほしい 災害にあわない、自然豊かできれいな川であってほしい
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2154 広島県広島市西区竜王町 男 60代 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 春・秋、子供たちがシジミ捕り等ができる川へ

2155 広島県安芸郡府中町浜田 男 30代
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

所がない

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

になることです

2156 広島県安芸郡府中町八幡 女 60代 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

2157 広島県呉市西谷町 男 40代
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

いと感じています

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

なく川を中心に考えることも必要と考えます

2158 広島県広島市中区舟入幸町 女 30代

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。

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

「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

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

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

す

2159 広島県広島市中区基町 女 50代 これからも水質が悪くならないようにしてほしい

2160 広島県安芸郡府中町大須 男 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

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。

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

ます

2161 広島県安芸郡府中町茂陰 女 50代

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

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

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

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

2162 広島県広島市中区富士見町 女 50代

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

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

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

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

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

ろには多くの人も集まりにくい

2163 広島県広島市中区国泰寺町 男 50代

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

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

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

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

2164 広島県広島市中区千田町 男 40代 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

2165 広島県広島市中区吉島東 女 30代
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

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

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

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

2166 広島県広島市中区江波西 女 30代

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

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

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

2167 広島県広島市中区江波二本松 女 20代
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

なのか心配です

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

す

2168 広島県広島市中区西川口町 女 70歳以上
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
子供たちが遊べ、蜆掘りのできる川になってほしい

2169 広島県安芸郡府中町大通 女 20歳未満 水の都広島のシンボル的な存在だと思います
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

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
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

います

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
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

2174 広島県広島市中区舟入中町 男 60代

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

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

糞の持ち帰り運動

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

2175 広島県広島市東区中山南 男 50代

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

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

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

2176 広島県広島市東区東山町 男 30代
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

2177 広島県広島市中区十日市町 女 30代 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

2178 広島県広島市東区矢賀新町 男 50代
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

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

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

つまでもきれいな水の流れる川であってほしい

2179 広島県廿日市市大野陣場 女 60代 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

2180 広島県廿日市市対厳山 男 40代

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

い

清流水が流れる川

2181 広島県安芸郡府中町青崎東 女 50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

2182 広島県東広島市河内町 女 70歳以上
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

ゲ等が浮いていますね。中心部の流域を少しきれいに

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

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

2183 広島県広島市西区三滝本町 女 30代

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

2184 広島県広島市西区三滝本町 女 40代

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

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

のそれぞれの魅力があってもいいと思う

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 もっときれいな水であってほしいです

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
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

2187 不明 男 70歳以上
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

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

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
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・・・

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 もっと水を増やすことが大事だと思う

2190 広島県東広島市黒瀬町 男 60代

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

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

い

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

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

2191 広島県広島市安佐南区東原 男 30代
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

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

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 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

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

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

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

含め一人ひとりが努力していきましょう

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
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2197 広島県東広島市高屋高美が丘 女 30代 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
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

2198 広島県東広島市高屋高美が丘 男 60代

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

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

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

2199 広島県広島市安芸区瀬野 男 40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？ 下流近くでも子供たちが水遊びできるような環境

2200 広島県安芸郡府中町八幡 女 70歳以上
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

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

2201 広島県竹原市竹原町 女 40代
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

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

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

しいと思います

2202 広島県広島市安佐北区白木町三田 女 50代
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

2203 広島県広島市安佐北区白木町三田 男 60代

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

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

無償である！

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

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）

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
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

楽しめる川（安全対策）

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
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

のが増えて美しい川だといいですね

2207 広島県広島市安佐北区亀崎 男 60代

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

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

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

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

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

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 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

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
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

2210 広島県安芸高田市八千代町勝田 男 60代

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

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

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

2211 広島県広島市安佐北区口田南 女 40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

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

らと思います

2212 広島県広島市安佐南区 男 60代 生物が生息できるような整備 魚が生息するような場所を整備してほしい

2213 広島県広島市安佐北区落合南 女 50代

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

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

で統一見解を持つこと

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

2214 広島県広島市安佐北区口田 男 40代
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

等の整備を望む

2215 広島県広島市安佐北区口田 女 70歳以上
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

よい
イカダが浮かぶようになるといい

2216 広島県広島市安佐北区口田 男 70歳以上 川を利用した観光事業を企画するといい

2217 広島県安芸高田市八千代町下根 男 30代

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

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

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

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

2218 広島県広島市安佐北区可部 男 40代 自然豊かで美しい もっと自然と親しめる場を整備すること

2219 広島県広島市安佐北区可部 男 60代
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

に気をつけて守ってもらいたい
一人ひとりが美しい川になるよう常日頃保護したい

2220 広島県広島市安佐北区深川 女 30代

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

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

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

2221 広島県広島市西区中広町 女 30代
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

参加できるものを検討してほしい

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

伝えてほしい

2222 広島県広島市安佐南区八木 男 40代 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

2223 広島県広島市安佐北区三入東 男 60代
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

生物にとっても生息しにくい環境になっている

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

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
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

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

2227 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 60代
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

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

2228 広島県広島市安佐北区可部町南原 女 40代
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

2229 広島県呉市広文化町 男 70歳以上
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

うがいいと思われるところがあります

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

はできませんか？

2230 広島県呉市焼山中央 男 50代
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

を重視した整備作り

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

他自然環境の保護が最優先で課題のように思える

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 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

2233 広島県広島市東区温品 男 30代

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

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

2234 広島県呉市西中央 女 50代

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

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

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

フェ 等出かけてみたいと思います

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

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

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

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
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2238 広島県呉市中央 女 40代
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

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

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

2239 広島県広島市西区古江西町 女 60代 近年めざましい環境整備に期待しています
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

きたいと思います

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
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

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・・・ 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

2242 広島県広島市西区己斐大迫 女 30代
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

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

2243 広島県廿日市市阿品台 男 60代
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）
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）

2244 広島県広島市東区温品 女 40代 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）

2245 広島県広島市南区 女 20歳未満
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

きれいになるといいなぁと思う

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

い。川遊びできる場所を作ってほしい

2246 広島県広島市安芸区畑賀町 男 60代

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

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

に開放してほしい

市域を守る洪水調整

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
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

スポーツができるようにしてほしい

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

2249 広島県広島市西区横川新町 女 60代

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

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

早く撤去してください。取締りを強化してください

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

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

思います

2250 広島県呉市焼山宮ヶ迫 女 60代

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

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 ＪＲに乗って川を渡るとき、見える風景がお気に入りです 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

2252 広島県広島市西区庚午南 男 40代
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
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

2253 広島県広島市佐伯区藤の木 女 40代
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

じることができる

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

でも安全な水が飲めればいいですね

2254 広島県広島市西区草津東 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

2255 広島県広島市安芸区船越 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

2256 広島県広島市西区高須 女 50代

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

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

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

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

2257 広島県広島市西区己斐上 男 30代 放水路的な感じが強すぎる
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

す

2258 広島県広島市東区戸坂出江 男 70歳以上
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
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

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
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

川が多い割に橋が少ないのでは？

2261 広島県広島市西区 女 60代
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

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

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
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

2264 広島県広島市西区古江新町 女 40代
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

てもいいと思います

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

と願います

2265 広島県広島市西区山田新町 男 60代 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

2266 広島県広島市安佐南区長束 女 40代

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

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

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

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

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

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

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？

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

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

2267 広島県広島市東区 男 60代
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

害が発生している。もっと安全な川にしてほしい

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

く子供たちが泳げるぐらいきれいな水にしてほしい

2268 広島県広島市東区上温品 男 70歳以上 自然環境をよくする 台風の洪水に整備しておくこと

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。

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

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、

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

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

2270 広島県広島市南区皆実町 女 60代
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

てうまいらしいし、広島のシンボルだと感じています

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

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
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

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 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

2275 広島県庄原市比和町比和 女 40代

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

す。帰りは帆をかけて帰ったことを忘れられません

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

はとても変わっていて楽しい

2282 広島県東広島市西条町大沢 男 30代
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

り、人が泳げるというイメージが持てません

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

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
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2283 広島県安芸高田市甲田町上小原 女 30代

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

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

2284 広島県安芸高田市甲田町下甲立 男 50代

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。

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

ミを捨てているので罪を重くする

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

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

ほうが楽しかった

2285 広島県安芸高田市吉田町小山 女 60代 水が悪い 車から見下ろしたとき、美を感じるような川

2286 広島県安芸高田市高宮町川根 男 60代
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

2287 広島県竹原市福田町 男 20歳未満 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

2288 広島県竹原市吉名町 女 40代

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

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

時も迅速な対応をしてほしいと思います

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

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

2289 広島県安芸郡府中町石井城 男 70歳以上 きれいな川であることを願う

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
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

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

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）

2293 広島県安芸郡坂町 女 20代 他の川に比べたらきれいだと思う！
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。

子供だけじゃなく大人も水遊びできると嬉しい

2294 広島県安芸郡熊野町石神 女 60代

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

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

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、

災害防止にも役立つ川であってほしい

2295 広島県広島市安佐南区相田 女 60代

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

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

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

木とか続くと良いと思います

2296 広島県広島市安芸区上瀬野南 男 40代 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 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

2297 広島県安芸郡熊野町 男 60代
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

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

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

しい

2298 広島県広島市安佐北区安佐町久地 男 70歳以上 以前から見れば整備されたと思う 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

2299 広島県東広島市八本松町原 男 50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
魚等が多く生息する川に整備してほしい

2300 広島県広島市安佐南区沼田町伴 男 70歳以上
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

が出る

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

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

2301 広島県広島市南区皆実町 男 60代

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

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

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。

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）

2302 広島県広島市安佐北区口田南 男 40代 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

2303 広島県東広島市志和町志和東 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。 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

2304 広島県広島市中区広瀬北町 女 20代
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

であるだろうとは思っていた。

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

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

2305 広島県広島市東区福田 男 60代
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

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

2306 広島県広島市東区温品 女 40代 広島を守り，市民の憩いの場である 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

2307 広島県広島市西区高須台 女 30代
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

2308 広島県広島市西区中広町 女 60代

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

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

散歩のついでに川に投げ捨てる人も（大人の方で）

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。

2309 広島県広島市西区中広町 男 70歳以上
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

2310 広島県広島市西区三滝本町 女 30代

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

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

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。

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。

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

す。

2311 広島県広島市西区南観音 女 20代

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

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。

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。

2312 広島県広島市西区 男 70歳以上 大切な水資源です 橋の強度？（耐震）

2313 広島県広島市西区古江東町 男 60代
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

か調べてみることも必要かな

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

れいにしていたいですね

2314 広島県広島市西区井口 女 40代
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

ら家族で訪れてみたいです。

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

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
・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

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？

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

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

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

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
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

2323 広島県広島市安佐北区白木町小越 男

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

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

センチで警戒水位をオーバーする時が1回あった。

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，

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

バー事故が発生するだろう。

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）

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，

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 男 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。
ダム水量・確保水準を見直す。（流水量を増やす）→水力発電量を減らす→損失ダ

メージは少ないはず。

2326 広島県広島市安芸区瀬野西 女 60代 川と人との距離が遠くなっているような感じです。
もっと河川敷に車で乗り入れができて水に親しむことが出来ればと。せっかくの広い

土地ですので，もっと整備できて遊べる場所が出来ればと。

56/76



Ｎｏ． 住所 問５問４
性

別

年

齢

2327 広島県呉市天応伝十原町 女 50代
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

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

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。

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

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

しいです。

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

2332 広島県山県郡北広島町南方 女 60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

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。

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

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。

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 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
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

2335 広島県広島市中区吉島西 女 40代
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

年何回か撤去活動をして川のあり方を考えさせるべき

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

きがあるので

2336 広島県広島市中区舟入中町 女 60代
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

しょうか。下に一度に流れ不安です。

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

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

2337 広島県広島市南区比治山町 男 40代
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
良好な水質と災害対策の強化

2338 広島県広島市南区宇品西 男 50代 まだまだ川遊びをする気にならない 気軽に川遊びのできる川

2339 広島県広島市安佐南区西原 女 50代

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

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

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）

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

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

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。

2340 広島県広島市安佐南区緑井 女 40代

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

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？

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

2341 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張 女 30代 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

2342 広島県広島市安佐南区山本 女 70歳以上

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

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

いかと思う。例えば流木が引っかかったり

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

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

2343 広島県広島市安佐南区東原 女 30代
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

のが嫌だ。
今のまま自然がたくさん残る形がいい

2344 広島県広島市安佐南区中須 女 40代

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

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

入れが行き届いていると思います。（工事中は大変ですが…）

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

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

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
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

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
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

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 子どもが安心して遊べる川になってほしい

2349 広島県広島市安佐南区大町西 女 30代
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

結します

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

ます。災害予防を確実にしてほしいです

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

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

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

2351 広島県広島市安佐南区安東 男 70歳以上

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

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。

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

2352 広島県広島市安佐北区可部南 男 40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…

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

2353 広島県広島市安佐南区川内 男 60代

2354 不明
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

てもよいし，付近は車を気にしないで歩けます

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

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
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

が小さかったり釣れにくかったり，だんだんしてきた。

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

きれいで生物がたくさんいる川になってほしい

2356 広島県広島市安佐南区緑井 女 20代
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
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

2357 広島県広島市安佐南区西原 女 60代
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

川にしてほしいです

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

です。みんな夏には喜びますよ

2358 広島県広島市安佐南区祇園 女 50代

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

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。

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。

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 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

2360 広島県広島市安佐南区八木 男 70歳以上

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

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。

「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。

2361 広島県広島市安佐南区古市 女 60代

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

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

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

2362 広島県広島市安佐南区川内 女 40代

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

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。

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）

2363 広島県広島市安佐南区毘沙門台 男 30代 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 キャンプセンターを有効に設けてほしい

2364 広島県広島市安佐南区安東 女 60代

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

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

ものでしょうか

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

2365 広島県広島市西区三篠町 男 30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）

2366 広島県広島市安佐南区祇園 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ように思う。市内中心部を豊

かに堂々と流れている川はとても気持ちが豊かになる

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

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。

2367 広島県広島市安佐南区山本 男 50代
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2368 広島県広島市安佐南区川内 女 30代

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，

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

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？

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

2369 広島県広島市安佐南区緑井 男 70歳以上

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

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

ようにすること

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

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

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 女 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

2376 広島県広島市安佐北区口田 50代
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

もっと盛んにしてほしい

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

参加すればよい

2377 広島県広島市安佐北区上深川町 女 50代

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

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

だきたい

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

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

2378 広島県広島市東区戸坂山崎町 女 60代

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

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
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

整備をしてほしい

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

しい

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 環境は整備されてきているように思う
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

用しやすい環境になることを期待します

2383 広島県呉市音戸町波多見 女 60代

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

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

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

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

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

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

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

2384 広島県広島市東区矢賀 女 30代

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

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

2385 広島県広島市東区中山東 女 40代

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

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

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

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。

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

守ることを望みます

2386 広島県呉市豊浜町豊島 女 50代

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

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

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

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。

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

・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

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

するとともに生物の生息域を増やす努力をしてほしい

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

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

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

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。

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

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

が加計付近ぐらいに周遊できれば幸いです

2390 広島県呉市阿賀南 男 70歳以上
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
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

2391 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張 女 60代 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
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

2392 広島県広島市安佐北区可部南 女 30代
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。
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

2393 広島県広島市安佐北区可部東 男 60代

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

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

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

水量の確保，水源地などの山林管理も合わせて行なう

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

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

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

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

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。 洪水・高潮などの災害を起こさない川

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

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！

2399 広島県山県郡北広島町今吉田 女 60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

ごろ出ているし，何か川がかわいそうな気がします。

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

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

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

す。私たちで守らなければいけません

2400 広島県広島市中区中島町 男 20歳未満 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

2401 広島県広島市安佐南区大塚西 男 50代
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

2402 広島県広島市安佐北区安佐町くすの木台 男 60代

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。

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

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

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。

2403 広島県広島市安芸区中野 女 30代

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

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

る思いです。

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

2404 広島県広島市東区矢賀新町 女 30代
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。

2405 広島県廿日市市地御前 女 20歳未満 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 女 60代 魚道の数を増やす工法の検討
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

るのでは？

2407 広島県広島市安佐北区口田 男 70歳以上

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

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

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）

2408 広島県東広島市西大沢 男 30代 ・水質の向上　・水辺の賑わいの充実

2409 広島県広島市中区吉島東 男 70歳以上
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
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

2410 広島県広島市安佐南区緑井 女 20代 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
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

2411 広島県広島市南区宇品西 女 30代

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

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

れた橋の補修を望みます

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

2412 広島県呉市音戸町 男 60代 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

2413 広島県広島市西区井口台 女 20代 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
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

2414 広島県呉市中通 女 50代
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

です
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

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 水辺に子どもたちの顔がもっとあるようにと思います

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
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

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 今以上のきれいな太田川に。みんなの太田川でありたい！

2418 広島県広島市佐伯区海老園 男 60代

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

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

2419 広島県広島市安佐北区あさひが丘 女 50代

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

（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。

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。

2420 広島県広島市西区観音新町 女 70歳以上
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。

2421 広島県広島市西区庚午北 女 50代

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

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

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

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

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，

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
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

どに気をつければよいと思います

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

けばよいと思います

2423 広島県広島市安佐北区落合南 女 20代 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

2424 広島県広島市西区古江西町 女 60代
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）

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

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

たいです。田，畑も水が一番ですからね

2425 広島県広島市安佐北区 男 40代 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
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

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

2426 広島県広島市安佐北区亀山 女 20代
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

いと思います。ゴミ拾い運動とかあるといいのに…

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

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）

2427 広島県山県郡北広島町 男 70歳以上
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

て多く見かけられる。特に大型ゴミ

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（貴店から戸河内大橋付近）

2428 広島県広島市安芸区瀬野西 女 40代 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 自然が豊かで水質のよい川を保ってほしい

2429 広島県広島市西区横川新町 女 30代
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

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

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

集まりやすいのではないかと思う

2430 広島県広島市西区南観音 女 30代 整備された護岸を散歩するのが大好きです 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

2431 広島県広島市安佐南区沼田町伴 女 50代
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

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。

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

す。災害対策をしっかりお願いしたいと思います

2432 広島県広島市安芸区中野東 女 50代 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
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

ればと思う

2433 広島県広島市佐伯区楽々園 男 50代 もっときれいな水になるよう（下流域で）

2434 広島県広島市安芸区船越 女 30代

2435 広島県広島市東区牛田中 男 70歳以上

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

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

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

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）

2436 広島県広島市安佐南区上安 女 60代 古川せせらぎ公園のようなもっと作ってもらいたい ・交通　・観光　・川を利用したイベント

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

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

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

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。

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

2440 広島県広島市西区己斐上 男 70歳以上
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
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

2441 広島県広島市安芸区船越 女 20代 川の周りが汚い 川を流れている水がきれいなこと

2442 広島県東広島市西条中央 女 20代
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

入れてほしい

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

伝えていってほしい

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
・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

る

・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,

新技術で水質改善を試してはどうか（もっと広い範囲で）

2445 広島県広島市東区温品 男 70歳以上

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

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

努めていただきたい

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

2446 広島県広島市安佐北区亀山南 男 70歳以上

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

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

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

2447 広島県広島市安佐北区亀山 女 40代 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 河川敷の広い土地の利用を考えてほしい

2448 広島県広島市東区戸坂新町 男 60代
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

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

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

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

2449 広島県呉市広白石 男 40代 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
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
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2450 広島県広島市東区上温品 女 50代
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

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。

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

してほしい

2451 広島県広島市東区牛田中 男 40代 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

2452 広島県広島市安佐北区倉掛 女 60代

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

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。

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

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
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。

2454 広島県広島市安佐北区亀山西 男 50代

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

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

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

2455 広島県広島市西区新庄町 男 60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
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

2456 広島県広島市西区井口台 女 40代
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

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

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

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

2457 広島県広島市安佐北区白木町三田 男 70歳以上
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）
生物が生息し,川で泳いだり水遊びができる場に整備

2458 広島県庄原市三日市町 女 40代
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

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

2459 広島県広島市東区温品 男 30代

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

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。

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

2460 広島県廿日市市原 男 50代

2461 広島県広島市西区観音町 女 40代 梅雨,台風などで水害の多い川であると感じます
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

2462 広島県広島市南区本浦町 女 70歳以上
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

出るようにしてほしいと思います

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

いと思います

2463 広島県広島市西区観音町 男 50代 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

2464 広島県呉市広大新開 女 20代

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

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

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

のでは…と思いました。

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

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

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

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

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

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

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

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
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

べるようなところがあるのだとびっくりしました

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

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

2467 広島県広島市南区宇品神田 男 30代 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

2468 広島県広島市安佐南区緑井 男 40代

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

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

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

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

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 女 30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

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

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

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

2471 広島県広島市東区福田 女 50代
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

2472 広島県広島市中区鶴見町 女 40代

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

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

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

あるので，今後の整備に課題があると思います

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

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

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

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

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

2473 広島県広島市東区戸坂くるめ木 女 30代

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

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

堤防というイメージがなくなりました。

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）

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

2474 広島県広島市西区中広町 男 30代

・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

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）

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。

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
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

た。洪水など起きなければいいなあと願うばかりです。

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

もっと増やしてほしい

2477 広島県呉市阿賀中央 男 40代 水量，水質不良。水不足で水道が使えないことがある
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

2478 広島県呉市天応南町 男 50代 そのまま飲める水道水を確保してください。
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

2479 広島県江田島市大柿町大原 女 30代

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

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，

もっと大切さを知ってもらいたい

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

2480 広島県呉市安浦町 女 30代

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

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

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

いといけないと思います

2481 広島県広島市安芸区船越南 男 30代 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）

2482 広島県広島市安佐北区落合南 男 70歳以上
・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

べ軽視されている感じ

・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

会の人々に開放する

2483 広島県広島市中区東白島町 男 60代

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

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
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

を行なってほしい

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

場は廃止してほしい

2492 広島県呉市焼山東 女 20代
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
災害がないようにする

2493 広島県広島市東区光町 女 60代
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

す。（私たちのマナーの悪さなのですが…残念です）

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

ばいいのですが…

2494 広島県安芸郡府中町桃山 男 60代 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
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

2495 広島県広島市南区 男 50代 ・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
・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

2496 広島県広島市佐伯区美鈴が丘緑 女 40代

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

「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

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…

2497 広島県広島市西区大芝 女 50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
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

2498 広島県広島市西区草津東 女 30代
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

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。

2499 広島県広島市西区田方 女 20代
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。

もっと親しみの持てる川になるとよいですね

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

になるとよいなと思います

2500 広島県広島市安佐南区伴南 女 30代

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

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

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。

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。

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 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 災害が起こらないようにする

2503 広島県広島市西区高須 女 20代
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
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

2504 広島県広島市西区 男 70歳以上
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

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）

2505 広島県広島市西区大芝 男 70歳以上 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 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

2506 広島県広島市安佐南区西原 女 20代
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。
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

2507 広島県広島市西区己斐上 男 50代 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

2508 広島県山県郡北広島町中原 男 20代 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

2509 広島県広島市安佐北区可部町桐原 女 40代

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

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

すね

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

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

いです

2510 広島県佐伯区湯来町下 男 70歳以上

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

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

しょうか…

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

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。

2511 広島県山県郡安芸太田町下筒賀 女 60代

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

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

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

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

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

ほどに水量が多くなる。何事も極端はいけない

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

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

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。

2513 広島県広島市安佐北区亀山 女 30代

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

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

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

2514 広島県広島市安佐北区可部南 女 40代

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

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。

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

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？ 水質がよく生物がたくさん生息できること

2517 広島県広島市安佐北区可部 男 60代

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

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

い。どうしたら水を分散させることができるのだろうか

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，

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

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

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
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
上流部の水確保を含めた景観をより育ててほしい

2519 広島県広島市南区元宇品町 女 30代
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
「きれいな水」をずっと保っていってほしい

2520 広島県広島市安佐南区大塚西 男 50代 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 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

2521 広島県広島市南区宇品東 男 50代
・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）
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

2522 広島県広島市南区宇品御幸 男 50代
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
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

2523 広島県広島市南区翠 男 30代 上流はきれいだが，下流はよどんでいて汚い気がする 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

2524 広島県江田島市大柿町深江 女 50代
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
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

2525 広島県広島市南区日宇那町 女 60代 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

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

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 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

2527 広島県広島市南区東雲本町 女 40代
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

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

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

感謝して使わせていただきたいと思います

2528 広島県広島市南区東雲 女 30代
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

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！

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，

実行してほしいです。「何かが起きてから…」では遅いのです。

2529 広島県広島市南区西旭町 女 30代 近くに水に入って遊べるところがないのが残念 小さい子どもを連れて水遊びできるようなスペースがほしい
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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

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，

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

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

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

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

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

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

ような取り組みをしていただきたいです。

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

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

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

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

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
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

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

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 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！

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
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

してほしい。

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
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
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

2540 広島県広島市南区段原山崎町 男 50代
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

要と思います

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

2541 広島県広島市南区東雲 男 40代 川の中の樹木を伐採してほしい 多くの生物が生息できるような川にしてほしい

2542 広島県広島市南区東雲 男 40代 ウォーキング きれいになってほしい

2543 広島県広島市南区宇品西 男 40代
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
多くの生物が生息できる川で,きれいに保ちたいですね

2544 広島県広島市南区出島 男 60代 水の都広島を代表するなくてはならない自然 川を基点に様々な文化の発祥の地となるとよい

2545 広島県広島市南区東雲本町 男 70歳以上
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

境整備が必要（住民の意識改革のＰＲを）

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

間部の道路は幹線のみ舗装とする

2546 広島県広島市南区東雲本町 男 30代

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

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

い！後は廃車となった自動車やボートとかも）

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

2547 広島県広島市南区宇品西 男 60代

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

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

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

2548 広島県広島市南区丹那町 男 70歳以上

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

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

あり川である。大切にしたい

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

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

2549 広島県広島市南区翠 男 70歳以上

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

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

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

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

2550 広島県広島市中区西平塚町 女 50代
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

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

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

とのようでした。

2551 広島県広島市南区北大河町 女 50代

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

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。

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

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
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

適である

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

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 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

2558 広島県呉市広古新開 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
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

所になると行きやすいです

2560 広島県広島市安佐南区大町西 女 30代

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

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。

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

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

づくりに生かせられると思います

2561 広島県広島市安佐北区白木町市川 女 20歳未満 汚い！ キレイにする！下水道を整備すること！

2562 広島県広島市安佐北区可部東 女 50代

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

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

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。

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

2563 広島県広島市安佐北区亀崎 男 60代
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。
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

2564 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 70歳以上

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

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

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

取り除くほうが…再点検どうでしょうか？

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

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

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

ただけでも楽しいですね（船を増やして）

2565 広島県広島市安佐北区亀崎 男 70歳以上
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

2566 広島県広島市安佐北区倉掛 男 70歳以上
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

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。

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

掲載するのも良い手ではないかと思います

2567 広島県広島市安佐北区小河原町 女 50代
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」

と思います

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

島をアピールするものがほしいです

2568 広島県広島市中区東白島町 男 50代
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

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！

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

た川になるよう希望します

2569 広島県広島市東区中山西 男 60代

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

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

考えか？

いつまでも自然と親しめるように

2570 広島県広島市安佐北区真亀 女 20代

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

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

川がきれいだからですね。

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

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

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
浸水しない対策を望む
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2572 広島県広島市安佐北区口田 男 60代 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

2573 広島県広島市安佐北区口田南 男 70歳以上 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

2574 広島県広島市安佐北区口田 男 60代 ・洪水による住宅の浸水が心配。　・堤防は大丈夫なのか？

2575 広島県広島市安佐北区落合 女 30代

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

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

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

しいです。

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

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

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。

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

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 女 40代 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。
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

2578 広島県広島市東区戸坂大上 男 50代 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

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 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

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
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

2581 広島県広島市東区戸坂山根 男 50代

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

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。

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。

2582 広島県広島市東区上温品 男 70歳以上
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

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。

2583 広島県広島市東区福田 女 30代
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

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

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

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。

2584 広島県広島市東区牛田本町 男 70歳以上

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

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。

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，

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
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。
川を汚さない。きれいな水を保つ

2586 広島県広島市東区上温品 男 70歳以上
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…
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

2587 広島県呉市広駅前 女 20代
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

な水源だと感じています。

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

います

2588 広島県呉市広横路 女 40代

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

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。

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

田川であってほしいとおもいます

2589 広島県庄原市西城町大佐 男 50代
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

い。護岸整備もされ一流域としての機能を果たす。

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

し，河川行動圏の拡大を図りながら域内調和に努める

2590 広島県広島市安佐南区祇園 男 60代

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

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。

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

2591 広島県広島市安佐南区中須 女 30代
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。

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

2592 広島県呉市神山 女 40代

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

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

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

思います。

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

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

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。

2593 広島県広島市安佐南区西原 女 40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。
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

い

2594 広島県広島市安佐南区緑井 女 50代 いつも川を見ていると心が落ち着いてくる
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

い

2595 広島県広島市安佐南区上安 女 30代

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

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。

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。

2596 広島県呉市神山 女 30代

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

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。

「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

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。

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。

2598 広島県広島市西区南観音 女 60代

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

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。

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。

2599 広島県広島市安佐北区大林 男 50代
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。
昔のように舟で太田川を往来できるようになればよい

2600 広島県広島市安佐南区長束 女 30代
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

いった感じで親しみを持っています。

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

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，

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

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。

2601 広島県広島市南区向洋新町 女 30代 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

2602 広島県東広島市西条町下三永 男 70歳以上
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，

土手の草をもっと短いうちに除去するほうが良い

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

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

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 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）

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
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

2607 広島県安芸郡海田町栄町 男 30代 川沿いに緑が多く散歩など快適な環境を与えています

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

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
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

2610 広島県広島市佐伯区五日市 男 60代 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！

2611 広島県山県郡安芸太田町下殿河内 男 20歳未満 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

2612 広島県広島市西区庚午北 男 60代
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

い

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

所もほしい

2613 広島県広島市西区井口 女 50代
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

利などを取ったり，川の中の木・草などキレイにする

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

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

2614 広島県広島市西区草津南 男 50代 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

2615 広島県庄原市東本町 女 50代
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

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

2616 広島県広島市東区牛田旭 男 30代 遊園地が無い 遊園地・誰でも遊べるところ

2617 広島県広島市南区宇品神田 男 40代
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

の人は当たり前と感じありがたさを認識していない

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

の意識を高め実行するべき

2618 広島県呉市焼山北 女 20代
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

う

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

自慢できるような太田川になってほしいです

2619 広島県広島市東区中山上 女 30代
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

共に生活の中でなくてはならないものだと思います

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

学びの場があればいいと思います

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
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、

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

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

い。災害に影響を与えますよね？

2623 広島県広島市南区段原 女 30代
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

2624 広島県広島市南区丹那町 女 20代 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

2625 広島県広島市西区井口台 男 50代
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
水不足にならないよう貯水してほしい

2626 広島県広島市南区楠那町 女 30代
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
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

2627 広島県広島市南区宇品東 男 50代
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

りたいです。なぜ太田なのかを

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

ありますか？

2628 広島県庄原市口和町竹地谷 男 70歳以上 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

2629 広島県三次市吉舎町安田 女 50代
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

2630 広島県庄原市平和町 男 70歳以上

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

大変よくなっています

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

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 近代的に、太田川として恥じない川にしてほしい

2633 広島県広島市南区翠 女 30代

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

ことを広島にいながら知らなかったので恥ずかしい

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

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

めによろしくお願いします

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
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）

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 川土手に自転車道を作ってほしいです

2637 広島県広島市西区上天満町 女 50代 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

2638 広島県豊田郡大崎上島町大串 女 60代 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
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

2639 広島県呉市仁方西神町 女 50代
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・・
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

2640 広島県広島市西区草津梅が台 男 50代

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

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

るとか水辺の植物を生かした護岸をしてほしい

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

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

以前はどの川でもつれたり取れたりしていたのに！

2641 広島県広島市安佐南区西原 男 50代

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

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

向上のための政策が必要と思う

中国地方一の美しい川にすること！

2642 広島県広島市西区上天満町 女 30代

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

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

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

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

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

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

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

ます

2643 広島県広島市中区大手町 女 30代
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！

2644 広島県広島市安佐南区長束西 男 50代

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

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

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？

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

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

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

2645 広島県東広島市西条中央 男 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
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

2646 広島県広島市安佐北区口田南 女 40代
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

2647 広島県広島市東区牛田南 女 40代

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
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

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

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

防止にはダムでの調整をしていただきたいです

2650 広島県広島市安芸区船越 男 30代 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

2651 広島県広島市安佐北区落合南 女 50代
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
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

2652 広島県安芸郡府中町鶴江 女 70歳以上
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
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

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

2656 広島県広島市中区光南 女 50代

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

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？

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

2657 広島県広島市中区江波南 女 30代
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

です。子どもたちが遊べるきれいな川になってほしい

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

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
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

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

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

車」を走行したらと思う

2659 広島県安芸郡府中町八幡 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

2660 広島県広島市佐伯区五月が丘 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
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

2662 広島県広島市佐伯区五日市町口和田 女 50代
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

市街化を急いだ結果だと思う

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

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

2663 広島県広島市南区丹那町 男 60代 一通り整備されている川である
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

たものがよいと思います

2664 広島県山県郡安芸太田町坪野 男
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

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

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

である。歴史に学ばなければならない

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 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

2667 広島県広島市安佐南区相田 女 50代
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）

2668 広島県広島市安佐南区高取南 女 30代

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

2669 広島県広島市中区鶴見町 女 50代

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

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

討していただきたい

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

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

と思います

2670 広島県広島市安佐南区川内 男 60代
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

はいいが）できないものか。例えば公園とか

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

の広島・可部町までは

2671 広島県広島市中区西白島町 男 20歳未満 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

2672 広島県呉市焼山松ヶ丘 男 50代
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

うに日ごろから備えておくことが大切だと思う

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

たい

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

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

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

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

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 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
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

2675 広島県広島市南区東本浦町 女 30代
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
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

2676 広島県広島市安芸区矢野東 男 70歳以上
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

ことはよいのでは。改善をすることはよいことですよ

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

辺になることを希望します

2677 広島県広島市安佐南区長束 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
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？
いつまでも自然豊かな姿を保ってほしい

2680 広島県広島市東区牛田早稲田 男 40代 親しみを感じない ・渇水にならない・水害を防ぐ・親しみを持って遊べる

2681 広島県広島市安佐北区可部南 男 70歳以上

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

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

な制度を作り美化に努めるべき

・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

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

本，そして楽しめる太田川流域づくり

2682 広島県広島市中区十日市町 男 50代
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

2683 広島県広島市佐伯区藤の木 男 50代 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

2684 広島県広島市安佐南区伴東 女 40代

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

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

の対策をよろしくお願いします

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

らも整備してください

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 きれいな川にしたい。ゴミを捨てない

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
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

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 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

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
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

2689 広島県広島市安芸区船越 女 40代
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
ゴミがなくきれいな川

2690 広島県呉市豊町大長 女 50代
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
川遊びのできる場のある，きれいな川，心を豊かにする川

2691 広島県三次市南畑敷町 女 50代
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

しい

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

ます。アユ釣りがもっとできると良い

2692 広島県広島市西区井口鈴が台 男 70歳以上
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

2693 広島県広島市西区高須 女 30代
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

の整備をしていただきたいです

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

です

2694 広島県呉市安浦町 女 70歳以上 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

2695 広島県広島市安佐南区緑井 女 30代
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

を見られてとてもよいと思う

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

行なってほしい

2696 広島県広島市安佐北区可部 男 40代
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
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

2697 広島県広島市安佐北区可部 男 50代
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

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

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

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

2698 広島県広島市安佐北区可部 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）

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

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

2701 広島県広島市安佐南区西原 女 30代

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

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

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

2702 広島県広島市安佐北区三入 男 50代 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
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

2703 広島県広島市安佐北区 男 50代 日本でも有名な川（皆が名前を知る）にしてもらいたい
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）

2704 広島県広島市安佐北区可部 男 30代
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2705 広島県広島市安佐北区亀山 男 30代 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

2706 広島県広島市西区草津本町 女 30代

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

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

と不安になります

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
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
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

2709 広島県広島市安佐南区八木 女 40代 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 このまま自然と生かした整備を望みます

2710 広島県広島市西区井口 女 30代
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

2711 広島県東広島市高屋町杵原 女 50代
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

だいています。上流域のことをはじめて知りました

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

岸工事などで

2712 広島県広島市西区庚午中 女 50代
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

量が多かったと思います

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

ですから

2713 広島県広島市安佐北区亀山 男 70歳以上
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）

2714 広島県広島市西区高須台 男 40代
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

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

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

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

2715 広島県広島市中区舟入南 男 60代
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

人にとっては非常に迷惑である。

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

るよう，海からのたくさんの魚が登ってくるような

2716 広島県安芸郡府中町城ヶ丘 男 50代
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

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

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

す

2717 広島県広島市中区舟入本町 男 60代
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

（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

2718 広島県東広島市西条町御薗宇 女 40代

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

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

と思います

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

2719 広島県安芸郡海田町南幸町 男 30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

2720 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南 女 50代
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
・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

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 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
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

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
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

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

2725 広島県広島市東区牛田東 女 50代
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

2726 広島県広島市安佐南区緑井 女 30代

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

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

田川のきれいさに気付かされた

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

2727 広島県広島市南区大州 女 50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
なるだけ水を汚さないよう皆で気をつけていてほしい

2728 広島県広島市安佐南区長楽寺 男 60代
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？

・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
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

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

2730 広島県広島市安佐南区東野 女 20代

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

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

傷みがひどく汚い（作ればよいというものではない）

・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

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

えらることを考えていてはダメと思う

2731 広島県庄原市高野町南 男 30代 広島の名水太田川よ，永遠なれ！

2732 不明 女

2733 広島県広島市西区己斐中 女 50代 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

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

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

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

だけで失敗しているのでやめてほしい

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

2737 広島県広島市安佐南区上安 女 30代 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

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 安全で水がきれいな川であり続けるように

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
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

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 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

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 「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

2745 広島県東広島市西条町下見 女 40代
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

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…

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
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

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

2748 広島県広島市南区翠 男 70歳以上

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

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

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

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

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

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

2749 広島県広島市安佐北区深川 女 40代

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

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

じました。

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

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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2751 広島県広島市安佐南区緑井 女 30代

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

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

いです

「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

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

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

2752 広島県広島市安佐南区安東 女 60代

・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

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

は？

・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

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

でいけたらなあ！

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
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
自然に恵まれた水質の良い川がいつまでも続くように

2755 広島県竹原市高崎町 女 40代

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

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

2756 広島県広島市中区西川口町 女 50代 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

2757 広島県広島市西区庚午北 女 30代

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

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。

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

なったのだろう

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

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

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

2758 広島県広島市東区矢賀新町 女 30代

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2759 広島県山県郡北広島町中山 女 60代

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

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

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

す。

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

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

る水の供給を第一に考えてほしいです

2760 広島県広島市西区己斐本町 男 70歳以上

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。

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

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

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 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 災害時的確な情報で安心してすごせることを望みます

2762 広島県広島市中区鶴見町 男 50代 水が汚れすぎている
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

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 太田川の護岸など段々整備していると感じています
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

2765 広島県東広島市河内町 女 50代 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
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

2766 広島県広島市安芸区船越 女 40代

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

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

す。うれしいことですね

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

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

したいです

2767 広島県広島市安佐南区高取南 男 60代

・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

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

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

果たしているのか疑問である

・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

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）・

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

なる環境整備を強く望む

2768 不明 女 60代

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

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

整備されていますか。

堤防の強化は（洪水・高潮・地震）お願いします

2769 広島県広島市安佐北区 女 30代

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

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

きれいにしてほしいと思います。

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

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

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

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
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
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

2771 広島県広島市西区己斐上 女 60代
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

いると思います

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

川花火大会を復活させてほしいと思います

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

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

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

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

2774 広島県安芸郡府中町大通 男 40代

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

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

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

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

光客に好印象となるでしょう

2775 広島県広島市南区似島町 女 20代

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

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

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

2776 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東 男 60代

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

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？

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

2777 広島県広島市中区十日市町 女 20歳未満
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。

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

2778 広島県安芸郡熊野町柿迫 男 60代 もっと水量を増やせないか？ ダムに頼らない洪水対策を

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

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

法係留が気になります

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

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

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

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 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

2781 広島県広島市佐伯区海老園 女 50代
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

がもう少しきれいになればいいのにと思っています

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,

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

2782 広島県広島市西区草津新町 男 30代 避難所の整備

2783 広島県広島市佐伯区三宅 男 60代
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

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 女 50代
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

か，常に頭においておくことが必要

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

さをもっとアピールする必要あり

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
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

方をしてゆきたいと思う

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
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

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

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

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。

○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

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 女 20歳未満
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

るようにしなければならないと思う。

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

来も美しい川を保っていきたいと思う

2791 広島県東広島市高屋町造賀 男 30代 平常時の流量が少ないが，自然豊かな川
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

しい

2792 広島県安芸郡海田町蟹原 女 30代

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

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

いの風景が大好きです。

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

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

にもしっかり対策をお願いします。

2793 広島県庄原市 男 60代
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
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

2794 広島県広島市安佐南区川内 男 50代 まだまだ良好な水質にする 川で泳げるように整備する。オープンカフェ を多く作る

2795 広島県安芸郡海田町南幸町 男 50代
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

2796 広島県広島市安佐北区安佐町久地 男 60代 沿川の立木を切ってほしい

2797 広島県広島市安佐北区安佐町毛木 男 60代

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

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

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

のイメージダウンになっていると思う

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

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

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

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

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

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

2801 広島県広島市安佐南区川内 女 50代

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

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 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

2803 広島県広島市南区日宇那町 男 60代 小型船を撤去する 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

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

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 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

2808 広島県山県郡安芸太田町土居 女 20歳未満
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

ていると思う

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

い

2809 広島県広島市安佐南区川内 女 30代
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

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

2810 広島県広島市安佐南区相田 男 70歳以上 全般的には良く管理されていると思います 良好な環境と防災対策を推進してください

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

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

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

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

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

2812 広島県広島市安佐北区三入 女 60代

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

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

い

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

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
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）
災害の少ない川というのが一番大切だと思います

2815 広島県呉市三和町 女 50代
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
川辺には小魚がいて自然と共にある姿を望みます

2816 広島県安芸高田市向原町長田 男 30代 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 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

2817 広島県広島市安佐北区真亀 女 30代
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

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

2818 広島県広島市南区皆実町 男 70歳以上

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

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

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・・

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 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

2820 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東 男 60代

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

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

れた感じがします

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

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

2821 広島県広島市安佐南区川内 女 40代
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
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

2822 広島県広島市東区牛田本町 男 50代
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
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

2823 広島県廿日市市物見西 男 70歳以上

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

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

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

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

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

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 女 30代
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

ると良いと思います

2825 広島県広島市安佐北区口田南 男 30代

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、

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 女 40代 川幅が広くて水遊びができていいと思う
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・・

2829 広島県広島市佐伯区五月が丘 女 50代
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
ゴミの不法投棄がなくなるように望みます

2830 広島県呉市西畑町 男 70歳以上

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

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

2831 広島県広島市安芸区中野 男 70歳以上 素晴らしい資源だと思います
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

は電車の鉄橋でしたが

2832 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 50代
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
災害のない、アユの泳ぐきれいな川にしてほしい

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 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 今以上にきれいな川であってほしい

2835 広島県広島市安佐南区東原 男 70歳以上
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

2836 広島県広島市安佐南区毘沙門台 女 30代 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

2837 広島県呉市仁方錦町 女 50代
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

質をこのまま維持できるようにしたい

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

水で実感しています。大切な資源を大切に使います

2838 広島県東広島市三永 女 30代

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

2839 広島県広島市東区戸坂大上 女 30代

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

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

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

も保っていってほしいと思います

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

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

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
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

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

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

トルで売られるくらいに！

2842 広島県広島市安佐北区亀山 男 50代 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

2843 広島県広島市安佐南区八木 女 20代
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
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

2844 広島県山県郡北広島町有間 女 50代 災害対策が必要です これ以上ダムを作らずに自然を残してほしい

2845 広島県東広島市志和町志和東 男 60代
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
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

2846 広島県安芸郡府中町宮の町 男 60代 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
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

2847 広島県広島市安芸区中野 女 30代

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

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

望みます

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 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

2849 広島県広島市安佐北区可部町勝木 男 60代
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

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
大雨が降っても安心できる堤防を早く整備してほしい

2850 広島県広島市安佐北区 男 70歳以上
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

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 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

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
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

防工事を早くしてください

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 早く護岸工事をしてあげてください

2856 広島県広島市安佐北区可部町勝木 男 50代
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
大雨時でも浸水の心配のない護岸工事をしてほしい

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 大洪水の対策を考え、堤防を早く作ること

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
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。天災とするなら護岸工事を早くしてほしい

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

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

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

広ければと思う

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

2861 広島県広島市安佐北区可部町勝木 男 50代

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

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

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

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

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

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

2862 広島県広島市安佐北区 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
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

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

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

2864 広島県広島市安佐北区可部町勝木 男 70歳以上
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

ので早急にお願いします

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

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

2865 広島県広島市安佐北区可部町勝木 男 70歳以上

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

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

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 水害のない太田川になってほしい

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
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

2868 広島県広島市佐伯区美鈴が丘東 男 60代

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

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

だろうか

市民球場跡地利用するとき太田川の水を引いてほしい

2869 広島県広島市安佐北区上深川町 女 30代
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

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

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

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

2873 広島県広島市安佐南区 男 50代
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。

名水百選がある河川としてのイメージがうすい

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

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 人々の交流の場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
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

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 公的な使用場所とレジャー的なところとは別々にして
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2877 広島県広島市安佐北区可部町今井田 男 70歳以上
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

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

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

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

2878 広島県広島市佐伯区五日市駅前 男 30代 川の近くに色々な施設があり充実していると思う
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

2879 広島県広島市南区宇品御幸 男 40代
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

川のことを知る必要があると思います

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

思います

2880 広島県広島市安佐北区安佐町後山 男 60代
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

くさいため丸かぶりできない

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

の捨て場になっている

2881 広島県東広島市八本松飯田 女 30代

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

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

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

よく川原へ出かけていましたよ

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

伝えてほしい

2882 広島県広島市安佐北区可部町今井田 男 60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

2883 広島県広島市安佐北区可部町勝木 女 30代
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
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

2884 広島県福山市加茂町下加茂 女 50代
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
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・・

2885 広島県広島市西区己斐本町 女 30代

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

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

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

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 今のきれいな川を維持してもらいたいです

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
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

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 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

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

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

2890 広島県廿日市市吉和 男 60代

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

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

ことが進んでいない

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

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

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

葉樹を植林してほしい

2891 広島県広島市安佐北区 男 60代

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

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、

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

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

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

川と共に共生できる災害に強い太田川になってほしい

2892 広島県広島市中区鶴見町 男 70歳以上

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

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？

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。

川に色々なごみを捨てないようにすること

2893 広島県広島市安佐南区伴東 男 60代
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

2894 広島県広島市西区庚午南 男 70歳以上

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

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

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

台式か

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

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

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

2895 広島県東広島市高屋高美が丘 女 20歳未満
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

やかで楽しそうなので行ってみたいなと思います

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

愛される美しい川になってほしい

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
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

2898 広島県広島市西区草津東 男 50代
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

ど河川敷にいっぱいお花畑を作ってもらいたいです

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

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

2899 広島県広島市南区宇品神田 女 60代
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

するため広報活動を続けてほしい

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

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
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

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
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

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 水質が良くなること

2904 広島県広島市南区宇品西 女 40代

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

すね

憩いのある沿岸がもっと増えますように

2905 広島県庄原市東城町内堀 男 50代
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

対策を強化してほしい

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

備してほしい

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
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

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
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
自然と調和する川

2910 広島県広島市中区舟入南 男 40代
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
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

2911 広島県広島市安佐北区安佐町宮野 男 70歳以上
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

2912 広島県広島市安佐北区亀山南 男 70歳以上

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

2913 広島県山県郡安芸太田町 男 70歳以上

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

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

す。いま少し水の流れる太田川であってほしい

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

2914 広島県安芸郡熊野町川角 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

2915 広島県広島市佐伯区湯来町菅沢黒谷 男 70歳以上
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

2916 広島県広島市佐伯区五日市駅前 女 30代 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

2917 広島県広島市中区西十日市町 女 30代
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

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

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

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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2918 広島県広島市安佐北区安佐町毛木 男 60代
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

たが、最近の被害は考えられないほど大きい
治水対策をより向上させていただきたい

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
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

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 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

2921 広島県広島市安佐北区深川 男 70歳以上

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

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

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

2922 広島県広島市安佐南区大町東 女 30代 正直言ってあまり気に留めてなかったです
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

います

2923 広島県広島市中区白島九軒町 男 50代
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）

2924 広島県広島市西区鈴が峰町 男 60代 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
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

2925 広島県呉市焼山宮ヶ迫 女 50代
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
夢のある町・川にしてほしいです

2926 広島県広島市佐伯区五月が丘 男 30代

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

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

2927 広島県広島市南区宇品西 女 30代

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

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

かないといけないのではないだろうか

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

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

2928 広島県広島市西区庚午中 男 70歳以上
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

します

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

ほしい。たとえば水泳・貝掘り・魚釣り・カヌー等

2929 広島県廿日市市平良山手 女 40代
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
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

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 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

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 上流のほうは流木やゴミが多いように思える 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

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 老人の憩える施設の拡充をする

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
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！

2938 広島県山県郡安芸太田町猪山 女 40代

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

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

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

が多くある

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

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

2939 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 女 20歳未満 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

2940 広島県広島市西区庚午北 男 70歳以上
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

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

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

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

2941 広島県広島市西区観音新町 女 40代 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
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

2942 広島県広島市西区己斐大迫 女 70歳以上
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

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

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

を夢見ています

2943 広島県呉市安浦町 男 70歳以上
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
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

2944 広島県広島市安佐南区伴北 男 30代
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

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

2945 広島県広島市安佐南区上安 男 60代 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 お金をかけないで楽しく利用できるようにしてほしい

2946 広島県広島市安佐南区八木 男 50代
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
水質の低下は絶対してはならない。ダムのヘドロ除去

2947 広島県広島市東区牛田新町 男 30代 太田川の大切さを市民が知らない もっとＰＲすべき

2948 広島県廿日市市福面 男 60代
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

2949 広島県広島市安佐北区安佐町久地 女 20歳未満 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

2950 広島県広島市安佐北区亀山南 女 50代
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

には見えないけれど

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

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・・

2951 広島県広島市佐伯区美鈴が丘南 女 30代
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

ね

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

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

る。都市部の河川としては良好な環境である

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

2957 広島県広島市西区 女 30代

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。

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

から見直しが必要ではないか

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

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

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

感じています

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

います

2961 広島県東広島市八本松飯田 女 20代
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

2962 広島県安芸郡海田町砂走 男 60代

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

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

みたいものです

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。

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 ゴミがないきれいな川
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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
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

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

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

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

2969 広島県広島市中区平野町 女 20歳未満
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、

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

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

しくなればと思います

2970 広島県広島市南区翠 男 30代 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

2971 広島県広島市安佐南区東野 女 60代 下流域のオープンカフェ を増やしてほしい

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
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

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？

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

その次でもいいのではないでしょうか？

2974 広島県広島市安芸区船越南 男 40代 シジミ捕りが普通にできる川。古川の水質改善

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

2978 広島県世羅郡甲山町川尻 女 70歳以上 きれいな水になること

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

2982 広島県広島市安佐北区倉掛 女 30代

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

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

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

おもいます

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

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

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

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

2983 広島県広島市中区土橋町 男 40代 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

2984 広島県広島市安佐北区口田 男 30代

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

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

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

2985 広島県広島市安芸区上瀬野南 男 50代 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

2986 広島県広島市安佐南区伴東 男 60代

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

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

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

らない時期にきていると考えます。

・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

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・

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

2987 広島県広島市東区牛田東 男 20代

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

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

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。

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

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

す。

2988 広島県広島市安佐南区祇園 女 50代

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

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。

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

2989 広島県広島市安佐南区祇園 男 50代
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。

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。

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

望みます

2990 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 20歳未満 子供の遊び場があって良いと思う。景色がきれいで良い
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

2991 広島県広島市安佐南区東野 女 30代
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

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。

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

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。

2992 広島県広島市安佐南区高取南 男 60代

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

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

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

しています。

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

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

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

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 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

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

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

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

いるように思います

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

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

れ次第に川原に成っていく補強をお願いします

3000 広島県広島市安佐北区可部 女 40代
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

りません。

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。

と、同時に協力もしたいと思います

3001 広島県広島市安佐北区亀山 男 70歳以上
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

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

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

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

3002 広島県広島市安佐北区亀山 男 70歳以上 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

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 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

3006 広島県広島市安芸区船越南 女 30代

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

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

ないように保って欲しいです。

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

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

けると嬉しいです

3007 広島県広島市安佐南区相田 女 60代 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

3008 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張 男 20歳未満
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

う

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

で助け、世界に広まって欲しい

3009 広島県広島市西区井口 男 40代
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

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

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

（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

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

良いのではないか？

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

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

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

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
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
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3014 広島県広島市安佐北区可部町今井田 男 60代

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

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

3015 広島県広島市湯来町下 女 20歳未満

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

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

いないのかなと思います

泳げる川にして欲しいです

3016 広島県広島市安佐南区八木 女 20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

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

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

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

思う。しかし、ヘドロの汚さとにおいが不快なところ

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

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

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？

3019 広島県府中市土生町 女 40代 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
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

3024 広島県広島市西区庚午北 男 50代 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

3025 広島県広島市安佐南区八木 男 70歳以上 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

3026 広島県広島市中区上幟町 男 50代

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

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

す

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

3027 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張 女 60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

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

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

できないものか

3028 広島県江田島市江南 男 50代 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

3029 広島県広島市安佐南区西原 女 60代

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

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

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

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。

3030 広島県広島市安佐北区可部 女 40代 水質の検査。災害の時被害情報をいち早く公開する

3031 広島県広島市東区牛田東 男 30代
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

3032 広島県広島市安佐南区川内 男 60代

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

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

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。

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

3033 広島県広島市東区牛田新町 女 30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

れています

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

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

3034 広島県大竹市新町 男 50代
・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

協力を求めるべきである

・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・

歴史・文化を伝える場

3035 広島県広島市安佐南区安東 男 60代

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

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

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，

かえって危険なことを予想できないのか？

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

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

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…

3036 広島県広島市南区上東雲町 男 30代
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

（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

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

するなど）をしてほしい

3037 広島県広島市西区庚午中 男 40代 子どもが水遊びできるような川

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
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

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。

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

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
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

ろが見られる（広いので止むを得ないとは思うが）
人と水が触れ合える場所

3042 広島県広島市西区 男 40代

3043 男 20代
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
より市民に親しみやすい水辺空間になるよう望みます

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

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

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

きませんか？

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

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

3053 広島県広島市西区都町 男 20歳未満 水をきれいにしたらいい 水をきれいにして

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

3057 広島市西区福島町 女 20歳未満 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

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 水がきれいになってゴミがない太田川

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
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3063 広島県広島市東区牛田南 男 60代

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

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・・・

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

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

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
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

得られるように②川岸にもう少し緑・木陰があればよい

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
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
市内の太田川でも、緑色の水じゃないほうがいいです

3071 広島県広島市南区宇品東 女 30代
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，

足を止めてみたいと思いました

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

あってほしいです

3072 広島県広島市東区光町 女 70歳以上
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

低下は自然破壊を引き起こす

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

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

3073 広島県広島市佐伯区五日市中央 女 30代
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

であることを願っています

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

感じています

3074 広島県広島市西区庚午中 女 20代

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

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

大事に，美しさを保っていきたいですね

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

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

ていること、知らないこともありますから

3075 広島県広島市西区上天満町 男 20歳未満
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
「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

3076 広島県広島市南区堀越 女 30代
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
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

3077 広島県広島市東区光が丘 女 20代

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

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

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

3078 広島県広島市安佐北区亀山 女 70歳以上 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

3079 広島県広島市安佐北区亀山 男 70歳以上

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

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

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

とを拒否されているようです

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

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

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

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

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 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

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
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
水質には万全にお願いします

3084 広島県広島市東区上温品 男 60代
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
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

3085 広島県広島市湯来町麦谷 女 20歳未満
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

も太田川の源流の川のほうにも目を向けてほしい

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

は直して今までの太田川でこれからもあってほしい

3086 広島県広島市安芸区中野東 女 20代
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
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

3087 広島県広島市南区皆実町 女 30代

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

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

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

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

てもよいと思いました。

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

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

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

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

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
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・・・

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 親しみある川。子どもが遊びたい、子どもを遊ばせたい川

3090 広島県広島市中区舟入幸町 男 60代

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

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

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

て活用する場所としたい

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

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

3091 広島県山県郡安芸太田町川手 男 70歳以上

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

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

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

によみがえらせたいものです

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

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、

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

の姿が望ましいと思います

3092 広島県比婆郡西城町入江 女 50代 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

3093 広島県広島市安佐北区可部町今井田 女 50代
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
ダムなどの人工的に水をためる施設の撤去を強く望む

3094 広島県広島市安佐北区口田 70歳以上

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

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

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

3097 広島県広島市南区東雲本町 女 30代

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

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 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

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

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

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

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 にごった水がよく流れる
・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

をしてほしい

3103 広島県広島市安佐北区亀山南 男 60代
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

と思う。川幅の中に物が多すぎる

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

いにする

3104 広島県広島市安佐北区亀山 女 70歳以上

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

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

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

74/76



Ｎｏ． 住所 問５問４
性

別

年

齢

3105 広島県広島市佐伯区皆賀 男 50代
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

3106 広島県広島市安佐北区口田南 男 30代
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

釣れなくなりました。少し寂しいです

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、

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

3107 広島県廿日市市四季が丘 男 40代
・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

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

3108 広島県広島市安佐北区亀崎 男 60代
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

街であってほしい

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

証し、「もし・・・」にも対応できる対策を早急に実施してほしい

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

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）

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
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・・・

3115 広島県広島市安佐北区安佐町飯室 男 70歳以上

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

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

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

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

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。このことは戦前と比較して特に思う

3116 広島県広島市安佐北区安佐町鈴張 男 70歳以上
・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

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

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

より川の景観がよくなると思う

3117 広島県広島市安佐南区安東 男 40代

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 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

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
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

3122 女 50代

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

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

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

・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

3123 広島県山県郡安芸太田町下殿河内 男 20歳未満 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

3124 広島県広島市西区己斐上 60代 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

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 もっと水をきれいにして水が増えるといい

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
・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

3127 広島県広島市安佐南区東原 女 30代

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

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

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

3128 広島県広島市西区井口 女 30代 水量が増えると、ゴミが遊歩道に散乱しています。 市民の意識を高めるコト

3129 広島県東広島市高屋高美が丘 女 30代

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

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。

市民、県民が親しめるような、きれいな川になってほしい

3130 広島県広島市南区皆実町 男 60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。
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

3131 広島県広島市南区宇品東 女 60代
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

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
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

ころです。

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

らいいなと思います。

3134 広島県広島市安佐南区長束西 男 30代
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

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

3135 広島県広島市中区基町 女 50代

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

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

思ったよりもきれいなのですね。

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

3138 広島県広島市安芸区矢野西 男 40代

・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

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。

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。

・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
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

3140 広島県広島市安佐南区毘沙門台 男 40代

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

い。未来の子供たちのために

Ｑ４と同じ

3141 広島市安佐北区 女 50代

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

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。

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。

3142 広島県広島市安佐南区長束 男 40代 市民が親しめる環境では無い。
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

水護岸
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3143 広島県広島市安芸区瀬野 男 20代

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

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。

災害に強いまちづくり必要だと思う。

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

わけではないと思う。

「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

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

3144 広島県広島市西区東観音町 女 50代

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、

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。

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

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 災害対策を行なってもらって、安心して暮らしたい

3146 広島県広島市西区鈴が峰町 女 60代

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

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・・・

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

3147 広島市南区 男 30代 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
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

3148 広島県廿日市市大野町宮島口東 女 30代 ほぼ満足しています
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

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

3149 広島県広島市安佐北区可部東 男 30代
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
世界一の川になってほしい

3150 広島県広島市西区鈴が峰町 女 20歳未満 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 災害をなくしてほしい

3151 広島県広島市安佐北区安佐町後山 男 70歳以上
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
船を観光に利用する。水の量を増やすこと

3152 広島県広島市安佐南区八木 女 30代
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。

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

3153 広島県広島市湯来町白砂 女 30代
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

ゴミは捨てない、という気持ちを持ってほしいですね

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

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

3154 広島県広島市安佐南区西原 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
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

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

あ？」と思われます

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

うか

3158 太田川岸

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

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

て流れない近くはとても悪臭がする。

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

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

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

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 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
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

3160 広島県廿日市市福面 男 60代
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
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

3161 広島県安芸高田市吉田町竹原 男 70歳以上
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…
親水川となるような整備

3162 広島県呉市晴海町 女 60代 元安川親水テラス付近の整備はとてもよい

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

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

るのはとてもいいと思います

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

います

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

という感覚になっているのが悲しく思えます。

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

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

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 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
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

3166 広島県広島市東区牛田新町 男 20歳未満
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
水がきれいで親しみやすい川になること

3167 男 50代

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

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。

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

3168 広島県広島市安佐南区緑井 女 40代 ・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

3169 男 30代

3170 広島県広島市西区己斐本町 女 30代 にごった魅力のない川

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

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

3171 40代

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

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

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

76/76


