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〔議  事〕 

（１）規約及び公開方法の改正について 

● それでは議事次第に従いまして進めてまいりたいと思います。今日は一番 初の次第に

ありますように、その他も入れまして６件議題があります。それでは 初の（１）規約及

び公開方法の改正について、事務局の方からご説明よろしくお願いします。 

◆ 規約及び公開方法の改正について説明したいと思います。 

 それでは資料－１の方で説明させていただきます。資料－１の方に、「赤川水系河川整

備学識者懇談会」規約とあります。ここで赤い字で書いてあるところが変更点ということ

になります。第２条（目的）ですけれども、近年大きな洪水等より河川整備計画の作成だ

けでなく、変更するということも出てきております。このため、ここの第２条の目的に、

「整備計画の作成及び変更」という「変更」の文言を追加したいというふうに提案いたし

ます。あと、第７条（事務局）でございますけれども、山形県の組織の改正ということも

ありまして、山形県土木部を県土整備部というふうに変更したいと提案します。 

 続きまして、資料－２になります。「赤川水系河川整備学識者懇談会」に関する公開方

法ということで、ここも赤い字で書いているところが変更点ということでございます。現

在公開しているものとして、会議、会議資料、議事概要ということでございますけれども、

公共事業の実施過程の透明性を一層向上させるということを目的に、これに議事録という

のを追加したいということで、１．会議の公開に「議事概要及び議事録」、３．公開の方

法に「議事概要及び議事録」というふうに追加したいと提案します。また、先ほどと同じ

ように、山形県については「土木部河川砂防課」を「県土整備部河川課」ということで変

更を提案します。 

● ただいまのご説明で、何かご異議とかご意見等ございましたら。 

 じゃあ、よろしいでしょうか。それでは、規約と公開方法についてはこれで決めさせて

いただきます。どうもありがとうございました。 

 では、次の議題について。事務局の方からご説明よろしくお願いします。 

 

（２）第１回赤川水系河川整備学識者懇談会議事概要について 

◆ それでは資料－３に基づいて説明したいと思います。資料－３の赤川水系河川整備学識

者懇談会という資料があると思いますが、前回、第１回懇談会における議事概要として、

委員の方々からの発言趣旨、また、それに対する事務局の回答などを記載しております。

また、議事概要の内容については、事前にこの資料の方を委員の皆様に確認をしていただ
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いておりまして、それを受けまして、ホームページに掲載をさせていただいております。 

 内容といたしましては、前回の議事である、赤川河川整備計画策定の流れ及び赤川河川

整備方針の内容説明についての質疑応答、また意見交換として情報公開、意見聴取に関す

る意見や、河川環境、土砂管理、洪水避難等に関する意見などです。意見は今後、整備計

画原案の作成に反映していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。また、

内容につきまして、趣旨が違うとか回答がおかしいのではないかとか、そういう内容がご

ざいましたら、事務局の方までお申し出いただければと思います。どうぞよろしくお願い

します。以上で説明を終わります。 

● 次の議題、３番目の河川整備計画策定手続きの変更について、よろしくお願いします。 

 

（３）河川整備計画策定手続きの変更について 

◆ では、河川整備計画策定の手続きの変更についてということで、資料－４でございます。 

 資料－４の１枚開いた頁からでございます。まず河川整備計画策定の手続き変更の背景

でございますけれども、ご承知のとおり、赤川河川整備計画は河川法に基づいて河川の整

備に関する計画を定めるものでございます。この河川法に基づく河川整備計画の策定まで

の流れにつきましては、従来の他の河川でも行ってきている流れを参考に、第１回の懇談

会でお示しさせていただいたところでございます。その一方、国土交通省が直轄事業とし

て実施する河川事業は、国土交通省が予算をいただいて実施する公共事業でございますの

で、国土交通省所管公共事業の再評価、これは政策評価法に基づくものでございますけれ

ども、公共事業の再評価の対象となってございます。従いまして、河川法に基づいて実施

する事業がこの再評価を行う対象であり、それは国土交通省所管公共事業の再評価実施要

領といったものに定められてございます。その中で、河川法に基づき、学識経験者等から

構成される委員会等での審議をいただいて河川整備計画の策定を行った場合には、再評価

の手続きが行われたものとして位置付けると定められてございまして、この懇談会での審

議をいただいて河川整備計画を策定する場合には、それに併せて、公共事業の再評価の観

点からの手続きも併せて行うといったものでございます。 

 ここまでは従来の河川整備計画、河川法に基づく手続きと、あと政策評価法に基づく手

続きと同じでございますが、第１回の懇談会以降に、先ほど河川部長からもご説明いたし

ましたが、新たな取り組みとしまして政策目標評価型事業評価といった制度が導入されて

ございます。この導入を受けまして、この新たな制度に対応するため、今後の河川整備計

画の策定の手続き及びスケジュールを変更させていただいているところでございます。 

 次の頁、この新たに導入された事業評価の制度の概要をご説明いたします。これは河川

事業に関わらず、公共事業、国土交通省が行う公共事業一般について説明した図でござい

ますけれども、導入としては大きく２つの取り組みを実施します。１つは事業の必要性や

内容が検証可能となるよう評価の手法を改善する。２つ目が計画段階の事業評価を導入す
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るということでございまして、この頁の右側にイメージ図で示してございますが、この赤

枠から出た 初の下に、新規事業採択時評価とございますが、これは通常の新しい事業に

新規着手する場合には、新規の着手ということと、新たに予算化をするという前に、この

事業を新たに着手して良いかどうかというものを評価する手続きが従来からございました。

ただ、この評価の場合には、新たに着手する事業を特定した上で、この事業を予算化して

良いかどうかということを中心に評価をいただいておったわけでございますけれども、そ

の上の赤い枠の中でございますが、まず計画段階から、そもそも解決すべき課題の把握や

原因分析をまずしっかりやりましょうと。その上で政策目標を明確化しまして、その目標

に対して、目標達成するための方策というものがどういったものがあって、どういう方策

を採ることが一番良いのかということを複数の代替案を比較評価して、そういったプロセ

スを経た上で対応方針を決定していくといった流れを、これは第三者委員会ですとか、あ

と都道府県、政令市等の意見も踏まえて、このプロセスを新たに評価しましょうというと

ころが、新たに追加された部分でございます。 

 次の頁でございますが、次の頁は対象となる事業を示してございますが、その中で河川

事業も対象となってございまして、この図の左の真ん中ぐらいに赤字で示しておりますが、

河川事業については、河川法に基づき、学識経験者等から構成される委員会等において、

当該事業の代替案の比較評価を含めた審議及び県の意見聴取を経て、河川整備計画の策定

を行う場合には計画段階評価の手続きが行われたものとして位置付ける、ということでご

ざいまして、この懇談会で審議をいただくという過程において、計画段階もしっかりやっ

ていくといったことになってございます。 

 次の頁は新たな取り組みを一覧で示してますが、その中で事業評価の取り組みの一つと

しては、直轄事業を行う際には地方負担もいただいて事業を進めるわけでございますので、

地方負担の負担者である県等からの意見をいただくというのが新たに追加されているとこ

ろでございます。その他の部分はちょっと割愛させていただきます。 

 その次の見開きでございますが、では、河川整備計画策定の手続きの中で、従来と今回

の導入を踏まえて、どう変わったのかというのを、この見開きの２枚でお示ししてござい

ます。この中で、見開きの両頁の左側、上の頁ですと河川整備計画の内容、下に行きます

と河川整備計画（素案）。その下、矢印で整備計画（原案）。その下が整備計画策定とい

った、この左半分の流れというのが従来の流れでございまして、河川法に基づいて行って

いく、従来の流れを示してございます。まず、河川整備計画の内容としましては、計画に

定める事項というのが定められておりまして、河川整備計画の目標に関する事項ですとか、

河川整備の実施に関する事項、こういったものを定めなさいとなってございまして、従来

の流れで行きますと、そのままその下の整備計画（素案）の方に行くために具体の審議を

いただきまして、素案という形で計画の目標に関する事項、河川整備の実施に関する事項

というものを素案の形でまとめていきまして、この素案ができたところで、学識者懇談会、
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流域住民等の意見を頂戴して、それを踏まえて原案、そして策定という流れでございまし

た。 

 今回新たに加わったのが、上の頁の右側の黄色い部分、大きな黄色で囲まれた部分にな

りますけれども、河川法で定める－となっている計画の目標に関する事項、整備の実施に

関する事項といったものを決める際に、まず計画の目標の明確化をしましょうということ

で、現状の課題を踏まえ、対象期間における達成すべき整備水準（目標）を決める。具体

的に、例えばということで例示をいたしますと、治水については何m3/s対応の河道を作る。

これは例えば戦後 大の洪水を対象とするとか、戦後２番目ですとか、そういったものが

考えられると思いますが、どういう目標が良いのか。利水についても流水の正常な機能を

確保するために何m3/sですとか、どういった目標が良いのか。環境についても同様でござ

いまして、どういう目標が良いのかということをまず明確化をする。そうした上で、それ

らを達成するためにはどういう手順、どういう方策で達成すべきかと。例えば治水に関し

て言いますと、堤防の整備でそれらを達成するという案もございますし、あるいは新たに

ダムを建設するとか、あるいは既設の施設を再編するですとか、いろんな方策が考えられ

るわけでございますけれども、それらを複数の対策案を比較評価して、その中で一番良い

対応方針を案として決めていくということでございます。 

 そういった目標の明確化、代替案の比較、そして対応方針に至る部分についても懇談会

で意見を頂戴し、事業評価と同様に、県知事の意見をいただき、流域住民の方々からも意

見を頂戴するといった、この黄色の部分が新たに今回導入するものでございます。これを

踏まえまして、下の頁に行きますけれども、従来、素案を作っていたところに行きますが、

その計画段階評価で意見を頂戴したものに基づきまして対応方針、そして具体的な整備の

内容等を決めまして、素案ができていくということで、この部分が新たに加わった部分で

ございます。素案がそういう形でできますと、そこからは事業評価を経て、原案策定とい

う従来の流れで整備計画策定に進んでいくという流れでございます。 

 後の頁になりますが、具体的なスケジュールの比較を示してございます。一番上の第

１回は昨年３月に開催をしてございまして、従来のスケジュールですと第２回で基本的な

考え方について審議をいただきまして、第３回でより具体的な方策の審議を経て、第４回

で整備計画（素案）をお示しするといった流れを想定してございましたが、今回、右側の

第２回、赤い色のところで示してございますが、治水、利水、環境の考え方と計画段階評

価のポイントについてご説明をさせていただいて、次の第３回でそれらをより明確化し、

代替案比較を行った対応方針の案というものをお示しして、それをその次の住民意見募集

にかけるために、住民意見募集の手続きについてもご説明をさせていただく予定でござい

ます。その下の住民意見募集というのは、新たに加わった手続きでございますけれども、

この段階で意見の募集をすると。赤川整備に関する意見を聴く会も関係市町において実施

するということを新たに予定してございます。その意見を踏まえて、第４回は意見を踏ま

 4



えた形での素案の提示ということで、従来の手続きに追いついてまいりますけれども、素

案をお示しさせていただきまして、今度は素案に関する住民意見の募集の案ということで、

その後、素案に対する意見募集をいただいて、そこから原案。第５回で意見募集の結果を

踏まえて整備計画（案）。それらを各省庁、県等関係機関協議を経て、整備計画の策定に

行く流れでございます。以上が変更についてでございます。 

 

● どうもありがとうございました。何かご質問等ございましたら、どうぞ。 

 要するに、従来、こういう代替案を作って比較してということは、計画する部署ではそ

ういうことは当然やっていたわけで、それがもう少し公の場と言いますか、情報公開して

審議してもらおうと、そういう趣旨だという理解でよろしいでしょうかね。 

◆ 今の意見で良いと思います。要は従前、代替案だとかいろんな形でやっぱり比較はして

いたんですよね。ただ、それを極端に住民意見まで問うてなかった。一発で整備計画にス

トレートに入っていた。そこでワンクッションが入っている。ワンクッションの入り方と

して、目標、例えば戦後 大流量と今まではこの中で議論して、ずっと整備から素案まで

行って、パブコメ等々を、住民意見を頂戴していたわけです。その大きな骨子を決める段

階においても、ちゃんと住民意見なり県知事意見を聴くのだと、そういう透明性というか、

ワンクッションが入ったという理解で良いと思います。 

● 特にご質問とか無いようでしたら、次に進んでよろしいでしょうか。 

 それでは、次の政策目標の考え方及び計画段階評価検討時のポイントについて、よろし

くお願いします。 

 

（４）政策目標の考え方及び計画段階評価検討時のポイントについて 

◆ それでは、資料－５の方で説明させていただきます。 

 まず、１頁目の方を開いていただきたいと思います。１頁目の方には、先ほど説明あっ

た、計画段階評価における治水・利水・環境対策案の検討の進め方ということで、大きく

分けて７項目について書いております。まず、１番の流域の概要とか対策の必要性につい

て整理をするということで、これらに基づいて課題を抽出したり、課題の内容について整

理をします。それらの課題発生の原因分析ということで、③ということで書いていますけ

れども、今回については①から③を中心にとりまとめをしております。④の政策目標の明

確化にむけてのポイント、⑤の概略評価による対策案の抽出のポイントについても今回整

理してきており、これらについて委員の皆様から意見をいただきたいというふうに考えて

おります。次回、第３回の懇談会では、④の政策目標、整備目標の明確化ということと、

⑥の複数案の比較を検討しまして、対応方針案について提案したいということで、委員の

皆さんに提示して意見をいただきたいというふうに思っております。 

 では、さっそく中身の方から説明させていただきたいと思います。２頁の方に流域の概
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要ということで、赤川流域の地形、土地利用・人口について書いております。下の方に、

赤川の地形ですけれども、縦断図がありますように、赤川は山形・新潟県境の朝日山系以

東岳に源を発して、以東岳から熊出までを上流部、熊出から内川合流点までを中流部、内

川から河口にかけて下流部と、大きく３つに分けてございます。上流については 1,000ｍ

から 2,000ｍと比較的高い山並みが見られ、地形勾配も１／15～１／140 と非常に急峻な

地形となっております。中流部は扇状地で、１／190 ～１／1,000 と急勾配でございます。

下流部につきましては、１／2,500 と緩やかになっております。次に右上の土地利用・人

口ですが、土地利用については山林が78％、農地が19％。流域内人口につきましては約14

万人ということで、その中でも中下流の鶴岡市街地に約７割が集中しております。 

 下の方の気候・気象ですけれども、図の年間降水量に示すとおり、年間降水量は平野部

で 2,000mm、上流の山間部で 3,000mm以上となっております。 

 次、３頁をお願いします。３頁の方には代表的な洪水の被害をまとめてございます。右

の図に、主要洪水の降雨分布ということで実績の12時間雨量を示しております。青が濃い

ほど雨が多く降っているというのが分かると思います。この中で、昭和15年７月洪水では

荒沢ダムの上流に非常に集中的に雨が降っているというのが分かると思います。また、昭

和46年７月洪水では、河口近く、下流部の方に雨が多く降っている。こういうように、い

ろんな洪水のパターンがあって、左の表にありますように、洪水については昭和15年７月

洪水では家屋浸水が 1,266戸、橋も流されるという大きな被害がありました。また、昭和4

4年８月洪水では、戦後 大の流量を記録してございます。浸水家屋 326戸、耕地被害 5,8

37haという被害がありました。 

 次に４頁の方に移らせていただきます。赤川における主な洪水と治水計画ということで

年表を掲げております。大正６年に内務省による直轄河川改修に着手しまして、大正10年

に放水路事業に着手しております。また、昭和15年７月洪水を契機に荒沢ダム、また戦後

大洪水、昭和44年８月洪水を契機に月山ダムや放水路右岸の拡幅、昭和51年に工事実施

基本計画の改定などを行っております。近年、平成20年に河川整備基本方針を策定してお

りまして、現在は平成11年から河道掘削事業を継続して実施しております。 

 次に５頁の方をお願いします。これまでの治水対策の概要です。 初に、左の方の赤川

放水路開削事業ですけれども、大正10年から行っております。赤川はかつて 上川に合流

していましたけれども、洪水の被害が多かったということで、大正10年から砂丘の開削を

しております。昭和17年には完成して、昭和28年には完全に 上川から分離されておりま

す。また、右の図にありますように、昭和44年８月洪水を契機に放水路の右岸を、再度拡

幅という事業をやっております。また、下にあります写真と図にありますように、床止め

については平成５年から６年にかけて第５、第６床止め、平成９年から10年にかけて第２、

第３床止めの４基を、拡幅事業と合わせて、床止めの撤去を行っております。 

 次に６頁の説明をさせていただきます。６頁につきましては、堤防の整備ということで
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ございます。赤川の堤防の整備は、大正後期から昭和20年代にかけて実施しております。

現在の完成堤防の割合は約９割ということです。下の図にありますように、黒の実線で書

いているのが完成堤防の区間です。オレンジで囲っている15㎞付近ですけれども、これが

暫定区間ということで、下に横断図を示していますけれども、赤川の計画の堤防というの

は、われわれが計画をする上で基本となる計画高水位、ハイウォーターと言っていますけ

れども、高さでそのハイウォーターに余裕を 1.2ｍということで持たせております。また、

計画の堤防の幅は 6.3ｍということで、これより小さい場合を暫定堤防と呼んでいます。、

残りの１割の暫定堤防なんですけれども、高さは全川にわたってありますが、幅について

は50cmから 1.5ｍというふうに断面が不足している箇所があるということでございます。 

 次、７頁でございます。先ほど紹介した洪水の概要にもありましたが、昭和62年、平成

２年に大きな洪水があって、災害関連緊急事業というのを実施しております。下のグラフ

にありますけれども、赤がハイウォーター、計画高水位ですが、青が当時の水位というこ

とで、 7.6kmから14.2㎞で 大60cmほど計画高水位を、三川町の方で超えてございます。

通常、災害復旧というのは原形復旧というのが原則ですけれども、こういう大きな洪水の

場合は再度災害の防止ということで、河川の改修計画に合わせた掘削も併せて実施してい

るということでございます。昭和62年では４地区において河道掘削を行っております。平

成２年にも４カ所で河道掘削を行っております。それによって流下能力が 1,300m3/sから

 1,700m3/sに向上しております。 

 次に８頁、これまでの治水対策としてダムの整備です。荒沢ダムについては昭和31年に

完成をしております。月山ダムについても平成13年に完成しています。下に年 大流量の

経年変化（熊出地点）というのを載せています。これは何かと言いますと、昭和12年から

平成21年までの年間で１番大きな流量を並べてございます。月山ダム完成までの間の、こ

れは年 大流量の平均が約 1,100m3/s。月山ダム完成後は、ダムの効果によって平均が 7

00m3/sということで、年間の 大流量というのは小さくなっているというのが分かると思

います。また、昨年の洪水について右の図に、ダムによる洪水調節ということで、荒沢ダ

ムと月山ダムを載せていますけれども、青いのがダムに入ってくる量で、赤がダムから出

した量です。荒沢ダムで 大 520m3/s、月山ダムで 大 180m3/s、洪水を調整しておりま

す。これをもし昨年の洪水でダムがなかったらどうなったかというのを検討した結果、一

番下にあります横断図を書いていますけれども、赤川の８km地点では大体水位を90cmぐら

い下げたということと、17.2km付近、赤川の河川緑地公園の近くなんですけれども、水位

を 1.2ｍぐらい低減させたということで、もしダムがなければ河川公園とかは冠水してい

たというふうに考えられます。 

  次に９頁、９頁の方は水利用ということで、水利用と渇水状況ということで整理してい

ます。赤川流域の水利用につきましては、発電用水として76％の利用があります。また、

かんがい用水は24％を占め、右の図にありますように、赤川頭首工から庄内平野12,639ha
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について供給されております。また、下の図にありますように、月山ダムによる庄内南部

地域へ水道水を供給しております。続きまして、右の渇水状況です。赤川流域では、昭和4

8年の渇水をはじめ、平成13年と渇水が慢性的に発生しておりました。平成13年10月に完成

した月山ダムの運用により、その後、近年は特に大きな渇水被害は出ておりません。 

  続きまして10頁、水利用ということで、正常流量の確保状況ということを示しておりま

す。一番上のグラフですけれども、渇水流量の経年変化ということで、渇水流量というの

は年間 355日はこれを下回らない流量ですが、昭和51年から平成21年まで並べています。

月山ダム完成前については、昭和51年から平成13年までの平均として 0.8m3/s、月山ダム

できてからは 4.3m3/sということで、飛躍的に渇水流量が上がっているのが分かると思い

ます。ちなみに、赤川の正常流量ですけれども、５月から８月が３m3/s、９月から次の年

の４月までは５m3/sというふうに、決められております。下の方に、熊出地点の日流量と

いうことで、平成９年から、ずっと一番下の平成21年まで、毎日の流量を並べております。

左の方に０m3/s、５m3/s、10m3/sというレンジありまして、夏場３m3/sを、他は赤い線で

引いてます。平成11年、12年、月山ダムできる前ですけれども、夏場の７～８月を中心に、

正常流量を大きく下回っているというのが確認できると思います。また、平成13年以降、1

4年以降ですか、月山ダム完成後は概ね正常流量を満足しているというのがこれで分かるか

と思います。 

 次に11頁、水環境ということで、水質の状況について説明したいと思います。右上の表

にありますように、左の図と合わせて確認していただくと、赤川の本川には、下流から浜

中、蛾眉橋、東橋と３カ所で水質を観測しております。環境基準についてはＡ類型という

ことで、２mg/lが基準です。また、内川については環境基準がＢ類型ということで、基準

が３mg/lでございます。赤川本川の浜中が 0.9mg/l、蛾眉橋 0.8mg/l、東橋 0.6mg/l。ま

た、内川の西三川橋というところでは 1.2mg/lということで、水質については満足してお

ります。また、月山ダムについても、現況のＣＯＤの75％値で管理していますけれども、

概ね満足しているというような状況でございます。 

 次に12頁、河川環境について説明します。まず 初に、河川環境については河口部と下

流部、中流部というふうに大きく分けております。河口部というのは河口から大山川合流

点でございます。現状について、河口部は放水路区間で汽水環境となっている。河口付近

は、ハマナス、ハマヒルガオ、ハマニンニク等の海岸特有の植物や、コマツナギ、ノダイ

オウ等が分布している。水域についてはカモ類の集団越冬地、汽水域に生息する魚類のカ

マキリ等などが生息しています。真ん中の方に課題等を書いていますけれども、河道整備

を行う際は、汽水環境や動植物の保全に配慮することが挙げられます。 

 次に13頁、下流部の自然環境ということで、大山川合流点から内川合流点までをとりま

とめております。下流部については勾配が緩く、舟運の航路維持のために設置された古い

水制などが数多く残されています。また、その周辺にはワンドや淵が形成されていて、非
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常に良い環境だということが言えると思います。また、ワンドには魚類の重要種であるジ

ュズカケハゼが生息しています。また、水際にはタコノアシなど湿地性植物、ヤナギ群落

が生育しております。課題として、河道整備を行う際はこれらの植物重要種の保全に配慮

することが挙げられると思います。 

 次に14頁、同じく河川環境、中流部について説明します。中流部の現状ですけれども、

扇状地を流れて河床勾配が１／190 ～１／1,000 程度、全区間について礫河原を形成して

おります。また、良好な瀬・淵が連続しておりまして、アユ、ウグイ、カジカ、サクラマ

スなど魚の生育・繁殖場になっている。また、サクラマス、アユ、カジカといった魚類の

遡上障害となっている床止めに魚道を設置して、魚が上りやすい環境整備を実施済みでご

ざいます。また、水際にはタコノアシ、ミクリなど湿地性植物、ヤナギが生育。陸域では

オオヨシキリが出現している。ということで、下の方に課題を載せておりますけれども、

これら河道整備を行う際は、瀬・淵の保全、また動植物の保全、オオヨシキリ等鳥類の営

巣環境に配慮していく。また、外来種のハリエンジュを伐採していますけれども、ハリエ

ンジュについては発生の抑制をする必要があるというふうに考えております。 

 次に15頁、河川利用について述べております。赤川流域には、出羽三山信仰と縁の深い

文化とか史跡が数多くあります。櫛引運動公園などでは重要無形文化財の黒川能が毎年行

われていること。また、高水敷では花火大会、芋煮とか、レクリェーションの場として広

く活用されております。近年では藤沢周平作品の「おくりびと」とか「蝉しぐれ」などの

映画のロケ地としても活用されている。真ん中の方に河川利用形態というのを、河川空間

利用実態調査の中から抜粋していますけれども、散策とかスポーツ、水遊び、そのような

空間利用の形態が見られるということでございます。 

 次に16頁、河川整備計画における、治水・利水・環境の段階的な整備の目標ということ

でイメージ図を付けております。河川整備計画ですけれども、長期的な視点に立った河川

整備の基本的な方針ということで、平成20年９月に河川整備基本方針が策定されておりま

す。今回、治水・利水・環境の具体的な内容について、河川整備計画を策定するわけです

けれども、どの程度の整備水準にするかということで、今回決めていきたいというふうに

思っております。また、整備期間については20～30年という区間をイメージしております。 

 次17頁ですけれども。治水対策に対する目標を検討する上でのポイントを挙げておりま

す。治水対策の目標としては、安全度の上下流バランスの確保による洪水の安全な流下と

いうことで、大きく３つのポイントにまとめている。①既往洪水の状況ということで、実

績洪水の被害防止の観点に着目しております。赤川の既往 大洪水は、先ほど説明したよ

うに、昭和15年７月洪水ということでございます。また、流下能力・水位の状況というこ

とで、現況の流下能力や水位上昇箇所の観点から着目したいということで、大山川合流点

から内川合流点までが非常に流下能力が小さい。また、降雨の傾向ですが、豪雨発生頻度

の増加傾向の観点ということで、具体的には18頁の方から説明したいと思います。 
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 まず１８頁、既往洪水の発生状況ということで、下の方に熊出地点の平均12時間雨量を

グラフで表しています。整備方針では、計画の雨ですけれども12時間で 164.5mmというこ

とです。過去で見ると昭和32年７月洪水で 166㎜、計画規模の雨が降っております。昭和6

2年８月には 136㎜が降っています。いろいろな降雨パターン、降雨時間等によって様々な

洪水が起きており、上の方に実績降雨による熊出地点の流量ということで示してあります。

これは計算上の数値ですが、例えば昭和15年洪水について、赤い棒で示している 4,800m3

/sという数字なんですけれども、これは当時ダムがなくて氾濫していますが、その氾濫を

全部川に戻したらどのぐらい流れていたかというのを計算で出しております。昭和15年７

月では 4,800m3/s。これ現在、月山ダムと荒沢ダムができているので、２ダムでこれを調

節したらどのぐらいになるかというのが青で書いていますけれども、ダムあり流量と言っ

て 2,200m3/s、これが一つの目安になるかと思われます。例えば昭和44年８月洪水ですけ

れども、これが氾濫を戻した流量で換算すると約 3,000m3/s。この当時は月山ダムがなか

ったものですから、月山ダム、荒沢ダムを考慮すると 1,800m3/sというふうになります。

過去既往 高ということで考えると、昭和15年のダムで調節した 2,200m3/sというのが、

いずれも既往 大ということの流量になっているということが、ここで分かると思われま

す。 

 次に19頁について説明したいと思います。19頁は流下能力というふうに書いてまして、

ここで右の方に流下能力の説明がありますけれども、この計画高水位より下の、右の図の

水色で塗った断面、計画高水位以下でどのぐらい流れるかというのをグラフで表しており

ます。左のグラフですけれども、左側が海で、右岸と左岸と、上流の熊出の31㎞までグラ

フで表しております。これを見ると、河口から大山川合流点２㎞付近については平均で 3,

100m3/sぐらい流れる。また２㎞から18㎞については平均で 2,100m3/s、また18㎞から31.

6㎞では平均で 2,800m3/s流れるということで、２㎞から18㎞が非常に流下能力が小さい

というのが、ここで分かると思います。また、13㎞から18㎞が も低くて、平均で約 1,80

0m3/s、 小で 1,700m3/sぐらい。この辺がさらに流下能力が低いというのが分かると思

います。 

 続きまして、20頁に移ります。20頁のグラフですけれども、いまの流量を水位に直した

図になります。ここで赤い線で表しているのが計画高水位、ハイウォーターと言っており

ます。これに青の線ですけれども、これが計画流量の 3,200m3/sが流れた時にどれぐらい

の水位になるかということで表しております。これを見ると、左側河口近くの２㎞から４

㎞の区間、この辺は床止めがあるということで計画高水位を約 1.3ｍ超過している。また、

15㎞付近、この辺は河積不足ということで、13㎞から18㎞付近については計画高水位を平

均 2.7ｍオーバーしているというのが、ここで分かるかと思います。 

  次に、豪雨の発生状況について21頁にとりまとめております。これは近年の20年で見る

と、全国的に見ると50㎜以上の降雨の発生回数が 1.4倍になっている。山形県で見ますと、
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右のグラフですけれども、40㎜以上となった発生回数は 1.3倍。一番下にありますように、

赤川流域でも近年、平成20年８月には時間雨量82㎜を記録しております。 

 続きまして、東北管内における平成22年の集中豪雨の発生状況を示しております。左の

上から２番目の北秋田市では、７月10日に時間雨量 大96㎜、あと山形県、一番下の表に

ありますように、白鷹町の方で時間雨量 大42㎜というのが記録されております。赤川に

ついては、上流にダムがもう完成しているということで、短時間の降雨にはある程度対応

できると考えられていますけれども、ただし、こういうゲリラ豪雨がずっと継続するとな

ると、大きな被害になるというようなことが考えられるということでございます。 

 次に、治水対策の考え方としまして、治水対策案検討のポイントということで説明した

いと思います。23頁をお願いします。治水対策の立案にあたっては、「今後の治水対策の

あり方 中間とりまとめ」にまとめられている河川整備の方策及び流域対策の方策を基本

に検討を進めております。赤川のこれまでの治水対策の経緯として、上流に荒沢ダム及び

月山ダムが完成していること、赤川放水路整備及び拡幅が行われたこと、大正～昭和にか

けて堤防が一連でほぼ整備されていること、河川沿いに市街地が形成されていることを踏

まえて、適用の可能性を検討したいと思います。まず、治水対策案における流域対策の方

策ということで、13番から26番について書かれております。詳細検討については次回です

けれども、この13番から26番については流域対策ということで減災に向けた対策として別

途推進していくものというふうに想定しております。 

 左の方ですけれども、治水対策案における河川整備の方策として、大きく分けて、施設

対応ということで１から４、河道対応として５から12ということで挙げております。赤川

についていろいろ検討すると、施設対応としては２番のダムの有効活用ということで、こ

れについては操作ルールの見直し等で可能性があるというふうに思われます。また、河道

対応としては、いま事業をやっている５番の河道掘削、あと６番の引堤ということで堤外

地に新しく堤防を作るというようなのも可能性がある。また、８番の河道内の樹木の伐採

というのも、可能性があるということが考えられると思います。 

 また、その他なんですけれども、新規のダムとかそういうのは、もう既設に月山、荒沢

ダムができているというのを考えると、現実性や環境等への影響の評価も必要。また、３

番の遊水地ですけれども、これについても遊水地地区の確保によっては治水対策の一つと

して期待はできる。あと放水路については、現実的にはもう放水路を設置しているという

ことで、また環境等への影響も評価が必要だというふうに思っております。また、９番、1

0番については、まだ技術的手法が確立されていないということ。また11番、高規格堤防、

これについては整備と併せて再開発を要する市街地など、沿川では該当箇所がない。あと

排水機場ですけれども、これは自然流下の困難な地盤の低い地区での内水対応ということ

で、流量低減の効果は認めないというようなことで考えております。 

 次に24頁をお願いします。河道掘削についての対策検討のポイントということで、真ん
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中の写真ですけれども、昭和62年の洪水に伴って、先ほど説明したように、出水の災害で

河道掘削をした。その真ん中の下なんですが、その後10年後には、低水路に土砂の堆積が

見られる。また、右上のように再度土砂が溜まったところに樹木が繁茂していて、またそ

れを掘削するというようなことで、掘削箇所をどうやって維持していくか。掘削箇所に土

砂が堆積するのを、これから維持していくというのが大事だということをここで整理して

おります。 

 次に、25頁について。河道掘削検討時のポイントとして、土砂の処理のポイントという

ことで整理しています。現在、河道掘削を行っておりますけれども、いま河川の方で掘削

して道路事業で、余目酒田道路の方に運んでいるということで、非常に道路事業と連携し

て低コストでやっています。今後、道路事業が終了した時に、掘削土砂を有効的に処理す

るよう他事業と連携を図るのが、コスト面で必要になってくるということが言えると思い

ます。また右の方のあるように、掘削においては河川環境・河川利用への配慮が必要とい

うことで、河川公園のところをなるべく避けたり、先ほど言ったように、ワンドにある環

境に留意しながら、掘削を進めなくてはならないということで整理しております。 

 次26頁、引堤検討時のポイントです。下の図にあるように、現在の堤防について、三川

町ですけれども、概略で検討した結果、例えば 2,200m3/sですとどのぐらい堤防を引堤す

るかというのと、 3,200m3/sで検討して見ております。例えば 2,200m3/sですと約60ｍ、

 3,200m3/sで 300ｍぐらい堤防を引かなくてはならない。河道内の河川環境を保全するた

めに河道掘削しないで引堤する場合は、大幅な家屋の移転とか用地買収、あと橋梁を架け

替えしたり、そういうコストとか事業の進捗状況への影響、社会的影響が非常に大きいと

いうのを、ここで表しております。 

 次に27頁です。床止め撤去の検討のポイントということで整理しております。左のグラ

フで説明しますと、計画の 3,200m3/sが流れた時にどのぐらい水位が上がるかというので、

上の方の赤く塗っている線があると思いますけれども、水位が30～40cm上がるということ

です。床止めを切り下げることによって、30～40cm水位を低減させることができるという

ことですが、下図にあるように、洪水時には水位が下がりますが、平常時も水位が下がる

ということで、平常時にワンドや淵がなくなり、樹木が繁茂したり、環境が変わるという

ことが想定される。また、右図になりますが、黒森床止めのところでの取水への影響。ま

た、下流の第４床止めの改築に伴って、塩水が遡上してくることも考えられる。そういう

影響について、今後検討する必要があります。 

 次に28頁。環境対策目標検討のポイントですが、水利用、河川環境、水環境、河川利用

ということで分けております。利水については、渇水被害が特に生じていないということ

と、正常流量は、月山ダムによって概ね確保されています。渇水については関係機関と連

携し、渇水被害が生じないように配慮が必要と考えられます。正常流量についても、流量

を確実に確保できるような配慮が必要と思われます。また、河川環境については、貴重な
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動植物に配慮が必要ということと、外来種であるハリエンジュの拡大防止が必要だという

ことが挙げられると思います。また、水環境の水質については、今後も環境基準を満足す

るように配慮が必要と考えております。河川利用については、スポーツや散策に広く利用

されていることから、自治体と連携し、さらなる河川利用の促進の配慮が必要というふう

に考えられます。 

 次に29頁で、河道掘削による影響の把握と対策ですが、河道掘削をする上では、生物の

生息場に配慮した河道形状を工夫したり、平水位（通常水が流れている）以上を掘削する

とか、植物に配慮し、表土を活用したミチゲーション等を検討したりしていくというのが

大事だと考えております。 

 次に30頁、堤防の質的安全性ですが、先ほど説明したように、赤川の堤防はほぼ完成し

ております。ほとんどが大正から昭和の27年にかけて施工されており、堤防内部の強度が

不明であり、土質の工学的な調査、堤防の詳細点検を実施しております。その結果につい

て、下の方に表がありますけれども、全体の堤防の約３割については、堤防の質的強化の

対策が必要な区間という結果が出ています。そのうち約１㎞、２％について対策済みでご

ざいます。下の方に例を示しているように、雨により堤防の中に雨水が浸透して、川の水

位が上がり堤体内が湿潤して、パイピング現象で裏法すべりによる堤防崩壊の可能性があ

る。左下には、平成19年洪水による米代川で堤防裏法面が崩壊している例の写真が載って

おります。 

 後に、31頁、土砂管理ですが。赤川は急勾配な河川ということもあって、海岸域、河

道域、ダム域、砂防域で土砂の移動に留意する必要があります。海岸の汀線変化、河道域

の澪筋が固定、ダムでは計画以上の土砂堆砂、砂防部では崩壊による土砂流出、これらの

土砂移動の予測やモニタリングが今後、非常に重要になってくると思われます。以上で私

の方の説明を終わります。 

 

● どうもありがとうございました。ポイントのお話があったのですが、委員の先生方から

質問あるいはご意見ありましたら、お願いします。 

● どうも大変ご苦労さまでした。質問なんですが、23頁で、治水対策案における河川整備

の方策で、河道対応で決壊しない、９番と10番ですか、決壊しない堤防と決壊しづらい堤

防の、明確な区分というのはちょっと難しいと思うんですが、なんか事務局ではどういう

感じのことを考えられているのかなというのが１点目。あとは24頁とか、河道ではかなり

ハリエンジュの繁茂というのが非常に問題となっていると思うんですが、なんと言うんで

すかね、河床が礫河床だと在来種のヤナギとかそういうのが割と旺盛に繁茂しやすくて、

あんまり礫河床でないと、礫河床でなくてもあんまり冠水がしょっちゅう浸からないとこ

ろ、ハリエンジュの侵入というのが割と旺盛になるというような他のデータがあるんです

が、ここの場合、そういう礫河床の頻度とそれからハリエンジュの関係というのは何かモ
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ニタリングされているんでしょうか。その２点についてお聞かせ下さい。 

◆ まず１点目でございますが、この23頁の26の方策はこちらにも書いてございます、「今

後の治水対策のあり方 中間とりまとめ」というもので掲載されてございます。この資料

自体は本日お配りしておりませんが、国土交通省のページで公開されている資料でござい

まして、その中で９番決壊しない堤防、10番についても説明が付されてございます。９番

の決壊しない堤防については、仮に現行の計画高水以上でも決壊しない技術が確立されれ

ば、河道の流下能力を向上させることができるということで、具体的な技術が現段階で確

立されたものではございませんので、決壊しづらい堤防についても計画高水以上の水位の

流水に対しても急激に決壊しないような粘り強い構造の堤防ということで、こちらも技術

が確立されればという前提で方策として挙げられているものでございます。 

◆ それから、続きましてハリエンジュに関するご質問ございました。資料にあまり付いて

なくて大変申し訳ございません。赤川のハリエンジュにつきましては、先生のおっしゃる

とおり、礫河床の大体15㎞から上、16㎞から上流の方で、いわゆる冠水頻度がだんだん無

くなりまして、河道が二極化している形になっています。それで、高水敷部分がだいぶ増

えてきていまして、その部分にハリエンジュがだいぶ侵入しているという状態がいまあり

ます。一部、そういう箇所についてはハリエンジュの伐採と併せて、高水敷部分の切り下

げ等を行いながら、ハリエンジュがその後、またどのように侵入してくるとか、そういう

ことを現在モニタリングしている 中でして、そのような状況を踏まえて、今後の整備計

画にハリエンジュの対策をどのように具体的に位置付けるかは、今までいろいろやってお

りますので、その辺は、またご説明しながら提示できればなというふうに思ってございま

す。 

● よろしいですか。 

 他にございますかね。はい、どうぞ。 

● 一つ、一番 後の頁でございますけれども、荒沢と八久和と月山があって、上流から出

てきた大きいものがそこで止まるような形になって。つまり本川の方に来る礫は流域の少

ないところから来る。結局、ここの河床という問題が一方ではあるけれども、礫が河川環

境、生き物から見た礫の径がどういうふうになるかということがちょっと。答えがすぐと

いうわけじゃございませんが。一方、例えばアユを見ると、例えば産卵床なんか考えると、

下流側の第４堰堤を、あるいはその上の黒森床止も取るという形になってくると、現在の

産卵床辺りの場所が、下流が下がりますから、どういうふうになっていくのかというとこ

ろの辺りがちょっと、両方のところが一番、礫の問題がやっぱりあるんですね。という気

がしていたのです。ただ、どうするかという辺り、事務所の方ですでにいろいろご検討さ

れていると思いますので、現段階で結構でございますけれども、ちょっと補足していただ

ければと思います。 

● 先ほどの資料の中にスナヤツメが赤川で結構見つかって。スナヤツメだと流域かなり細
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かい砂で、有機物も大量に含まれるような、そういう環境が、上で止まっているというと

ころもあって、そういうところが逆に出てきているというか、そういう感じもしましたけ

れども、どうでしょうかね。 

● 専門が植物の方なもんですから、スナヤツメ、釣りが好きですから魚にも関心はあるの

ですが、スナヤツメは釣りの対象として考えたことはありませんので何ともコメントはな

いでのですが。ただ、やはり、いまダムや何かの問題として、ダムに停滞して、土砂、砂

礫だとか、それの流出だとか、そういったことが問題になりますから、当然、20年、30年

の治水対策については、細かな点を含めて、大きな点についても検討していかなくちゃい

けないのかなという気はしています。答えになりませんけれども、そういう魚と砂礫の問

題、それから砂礫自身の河川の劣化と言いますか、そういったことについては、やはり今

後注意していかなくちゃいけないのかなと思って聞いておりました。 

● どうぞ。 

● 大変恐縮でございますが、26頁の治水対策の考え方で、引堤の検討のポイントというと

ころなのですけれども、確認させていただきたいなという意味でご質問するんですが、前

提としてこのシミュレーションは河道内の河川環境を保全するためという、そういうため

に河道掘削をしない、できないという場合に引堤が、ということのシミュレーションでよ

ろしいですよね。あくまでも、河川の河道掘削ができれば、このシミュレーションは必要

ないということでよろしいでしょうか。それとも、治水対策として、引堤は１つの手法と

して検討する必要があるということでございましょうか。あまりにも、60ｍ引堤をした場

合には、文下集落、湯ノ沢集落という、非常に大きな集落の半分以上がこの事業に掛かる

というシミュレーションになるものですから、影響が大きいシミュレーションだなという

ふうに受け止めておりますので、よろしくお願いします。 

◆ 事務局の方から。あくまでも例示だということをご理解いただきたいと思います。いま

おっしゃられたように、河道内の河川環境を保全すると書いてございます。一例として、

ちょっと極論ですけれども、掘削をしない場合にはこうなりますということ。要は、引堤

はやはり、先ほど説明がありましたように、堤防を整備して、それぞれにいろんな集落が

形成され、市街地が形成されている状況の中で、引堤をする場合にはかなり大きな影響が

あります－ということをお知らせしたいということで、ちょっと付けさせていただいた資

料になります。 

 あとそれから、先ほど河床材料の関係、補足だけさせてください。土砂に関しては、い

ろいろわれわれの方も月山ダム等できた後に、いろいろモニタリングしなければいけない

というふうに思ってございます。先ほどの資料に付けてなくて申し訳ございませんけれど

も、赤川の河床の状態は、河床材料としては大体13～14㎞ぐらいまで、内川の合流点ぐら

いまでは大体材料として１㎜以下の砂ですから、先ほどのスナヤツメとか、それから下流

辺りで生息している環境、それからその上が大体40～50㎜、４～５cmぐらいの小礫ぐらい
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の河床材料となっていまして、この調査は平成14年当時の調査、月山ダムできた当初の調

査でございまして、その後、ダムができた後、これがどのように変わるかはモニタリング

しながら、またご報告できるような整理をさせていただければというふうに思います。 

● ちょっと私からも質問があるのですが、よろしいですかね。 

 この整備計画というのは、老朽化したものを新たにするというものは含まれないでしょ

うかね。例えば荒沢ダムは昭和31年でしたっけ、それから上流域の砂防だってかなり古い

ところが、もちろんそれは国交省管轄ではないところもあると思いますけれども、そうい

う方が多いかもしれませんが、今にも崩れそうなところが一杯ある。そういうのは一体ど

ういうふうに計画されていくのか、ちょっと教えていただきたいのですが。 

◆ 今のお話についてご説明させていただきますと、整備計画を策定する段階で、先ほどの

目次構成があって、目次構成の中に維持管理計画というのが実はあるわけです。当然、河

道もそうですが、施設もそうですが、常にモニタリングし劣化しているんだったらそれに

ついては補修なり改善なり改良しますと、そういう項目を書き込む形になっているわけで

す。そこで、中身にはそう書き込むわけですが、具体に、例えばちょっとした補修だった

ら整備計画の中、改まって予算要求しなくても、通常の中の維持費が先に、そっち優先的

に先取りされて、こういう形になる。ところが、いまダムみたいな話になってきますと、

非常に大規模になるわけでして、その時には予算要求の仕方も変わってくる。逆に言った

ら、抜本改築になりますと、全く新規という形になっていくわけで。その場合は整備計画

案または改良。機能をアップするのか、原形の中で行くのか、いろんな検討がありますの

で、その段階で改めて整備計画入れ込むとか、新規の、先ほど言いました、政策評価する

だとか、そういう形の手続きになる。通常の補修程度であれば、この整備計画に書き込ん

で、しっかり対応していく、こういう形になります。 

● 他にございますかね。 

● 素人ですが、いま 後の31頁のところの土砂管理というのがありましたが、海岸の高潮

とか逆流とか、そういうところの被害というのが実は私、神奈川県に住んでいるものです

から、昨年度、非常な高潮が、予想外の高潮がありまして、あっちこっち被害を受けたの

です。そういうような潮位の、想像もできないような変化というようなことは考えなくて

も良いでしょうか。 

● 下流には第４床止めと言いまして、床止工もありますので、それも場合によっては撤去

するというか、新たになる可能性もあるので、当然、そういう質問は考えられるでしょう

ね。事務局の方でよろしく。 

◆ 日本海側の方で高潮の被害、特に赤川については、これまで高潮で大きな被害に遭って

いるのはなかなか顕著にはない、というのが一つは事実です。赤川の場合は、先ほどの説

明にも放水路という形で日本海側の海の方に抜いていますので、そこの勾配が結構急なも

のでして、高潮で水位の上昇が１～２ｍ上がった時、それが上流まで大きく影響するとい
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うふうには、今は、過去の経験からはなってないのは事実です。ただ、それがいま先生お

っしゃるように、今後の起きてくるような事象の中で全くないというふうには言えません

ので、われわれ河川の水位と併せて、河口の方の潮位とか、そういうものも引き続きモニ

タリングをしながら、確認をしていきたいというふうに思ってございます。 

● ちょっと、これは質問でございます。いわゆる整備計画という一連のものは、施設とか、

どちらかと言えばハード的な視点で構成されているわけです。ところが、先ほどの、いわ

ゆる整備計画の目標の明確化というラインの中に、受益住民の意見のようなことが入って

くるわけです。この庄内で見ても、いわゆる酒田、三川、鶴岡と洪水ハザードマップ、そ

ういうものができていて、その後、合併あって、それでどういうふうになっているのか私

も十分知りません。三川は 初に始まったわけでございます。そうすると、その視点から

見ると、当然そういう組織整備と言いますか、例えば自主防災だとか、ある程度そういう

ソフトの面の力みたいな、そういうものが何かの形で評価される、というのが一方になけ

れば、箱ものだけで住民が云々というのは、結構しんどいなという。判断が。また、答え

る方も大変なような気がする。ここの時も、ここと言うよりも、この庄内でも、組織が違

ってそういうことは多分なされていて、自主防災とかいろんなことで訓練が、６月１日に

なされた、いろんなことがなされているわけですが、そこのところを、例えばこの会議で

も結構です。住民に対しても何か情報を出すという前提でこれを考えるもの何ですかね、

それとも別立て何ですか、これ。そこのところが、なんと言うか、一方で国交省はハザー

ドマップの委員会に関係して、ずっとやってらっしゃる。そこのところ、お教えいただけ

ますか。 

● じゃあ、よろしくお願いします。 

◆ 今のお話、先ほど資料－４の方に、一番 後の方、ちょっと１枚めくってもらうと、先

ほど河川整備計画策定手続きの変更内容ということで、２枚もので上と下でご説明したと

ころです。その下の方に、具体的な記載内容を決めるという箱の下の方に、３つポツあり

まして、真ん中ぐらいの白いところですけれども、ここに洪水対応や渇水対応、水質事故

対応等の治水、利水及び環境に関するソフト対策等についても記載を、整備計画の中には

記載をするということを謳ってございます。ですから、他の河川整備計画の例を見まして

も、そういういろんな洪水ハザードマップ作成に対する支援ですとか、そういうものに対

して国交省として果たす役割は、きちんと整備計画の中に書かせていただいて、それにつ

いても住民の方、あるいは委員会の中で意見をいただいて、整備計画の中に反映させると

いうような形にしていますので、基本的にはそういうわれわれが進めるハードの整備と、

それからそういうハザードマップ等を活かした町づくりであるとか、そういうソフト的な

対応とが相まって、家屋浸水被害の軽減であるとか、そういうものにつなげていきたいと

いうような記載内容にしたいというふうに思ってございます。 

● 関連してよろしいですか。 
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● 例えば三川の場合ですと、洪水ハザードマップを作った時に、いわゆる町の閉鎖形で、

どこがやりとりするじゃなくて、町の中で作るというか、そういう交通規制にしていろい

ろするわけです。ということは、どういうふうに言ったらいいですかね、鶴岡だって合併

したとか、なりますよね。しかし、合併した後、そういうハザードマップをどう見直した

かというのはあまり聞かないわけです。つまり国交省の、あるいはこういうサイドは、そ

れをお待ちしているのですかね。むしろ主体的に指導して、立場と言ったら変でございま

すね、つまり町の問題なのですかね。その辺りのところをちょっと。 

◆ ちょっといま考えていて、非常に微妙だなと思っているのです。少なくとも、水防法上

の世界で行きますと、ハザードマップを作りなさいということになっているわけです。少

なくとも、その前段として国交省側から氾濫想定区域図を出しなさいと。それを受けて、

各市町村でハザードマップを作りなさいと。それは紙ベースでも何でもいい。こういう形

で、法律ではなっているのです。そこへ法律でミシン目が入っている。国の役割、市町村

の役割というのがしっかり入っているわけで、そうは言っても、建前はそういう形なんで

すが、ここ三川の場合は一番初めだったでしょうから、国交省がある程度、いろいろ作り

込む過程においても、市町村があんまり金も掛からないように、ほとんどハザードマップ

形に、逆にしたような形でしたらどうですかとか、そういう形までやっていると思う。後

はその都度の、例えば毎年毎年これ訓練って必要でしょうから、情報訓練だとか市町村含

めた、その訓練をやっていくというのは大事でしょうから、１回作りっぱなしではとって

も周知されませんので、要は毎年毎年あるいは日々でもいいのですが、お互い認識すると。

住民を含めて。そういう訓練がたぶん大事だろうと思いますので、そこについてやはり共

同ではないかと、こういう形で。決して市町村だとか国だとかいうのではなくて、やっぱ

りそこは、お互いさまとは言いませんが、地域の安全安心ですので、やはりそれは共同で、

お互い相互理解のもとで実施するんだろうと、そういう形考えておりますが。 

● 意見はいろいろ、時間を取れば取るほど出てくると思うのですが、今日はポイントに対

するいろんな見方と、そういうことですので、特にご意見ある場合は後で、例えば事務局

にご連絡いただくとかそういう形で、案作成までにそういう対応をしていただきたいと思

います。 

 次の議題に進ませていただきたいと思いますが。次が５番目の、県管理区間の治水の現

状と課題及び整備目標について、というところです。よろしくお願いします。 

 

（５）県管理区間の治水の現状と課題及び整備目標について 

◆ いま実施しております県事業の河川改修について、ちょっと委員の先生方にお知らせさ

せていただきたいと思います。 

 それでは、赤川水系山形県管理区間における治水の現状と課題、それから河川整備計画

における目標、河川整備における具体的な方策について説明させていただきたいと思いま
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す。 

 まず初めに、赤川水系の山形県管理区間におきます整備の現状を説明させていただきま

す。図面で示しておりますように、右の方に赤川の流域、それから現在行っております、

左の方の表、湯尻川と矢引川のところに赤く塗ってありますけれども、現在この２河川で

河川改修工事を実施中でございます。県管理区間のうち、黒線と黄色で表示。ちょっと見

にくいかもしれませんけれども、右の方の赤川の流域の中に、そういう表示がなされてお

ります。ちょっと見にくいですが、概ね整備が終了しておりまして、この区間につきまし

ては近年大きな被害も発生しておりません。改修が完了していない区間のうち、近年浸水

被害が発生しております湯尻川、矢引川において、河川整備計画に記載し、整備を進めて

いく予定でございます。右の方の流域図の中で、上の方、若干左になりますけれども、矢

引川と湯尻川の位置がお分かりになるかと思います。大山川の支川でございます。 

 次の頁お願いします。赤川水系におきましては、県管理区間下流部の整備が終了してお

りまして、近年は上流部の湯尻川、矢引川で浸水被害が発生している状況でございます。

まず湯尻川の被害状況につきましてお話しさせていただきます。図の方に写真が貼られて

おりまして、昭和46年７月豪雨につきましては右下の方の写真になりますけれども、浸水

面積が 108ha、床下浸水家屋が40棟。それから平成２年６月、その左になります。この集

中豪雨におきましては、浸水面積が 102ha、床上、床下浸水家屋合わせて38棟。近年では

平成19年６月の梅雨前線豪雨ということで、一番上の写真２枚でございます。それにつき

ましては、床下浸水家屋が22棟、それから浸水面積が81haという被害がございました。ま

た昨年、22年９月にも農地が浸水しております。真ん中の写真でございます。 

 次に、矢引川についてご説明申し上げます。昭和51年８月の集中豪雨の際には、浸水面

積85ha、床下浸水家屋が50棟の被害がございました。これについては、右の方の写真でご

ざいます。近年では平成16年７月に周辺農地10haの浸水被害をもたらしております。矢引

川の位置が図面の左の方の、下の方でございます。国道７号、由良坂に上る手前の箇所を

北上する河川でございます。 

 次に、整備計画におきます目標について説明させていただきます。河川整備計画の対象

期間につきましては概ね20年間といたしております。治水の目標といたしましては、整備

が完了している下流区間の流下能力に合わせまして、湯尻川は75m3/s、矢引川20m3/sの流

下能力を目標としております。 

 湯尻川でございます。一般県道面野山鶴岡線の白山関根橋、ちょうど図面の写真の真ん

中ぐらいになりますけれども。その付近から上流 2,520ｍ湯田川温泉の方に向かって、 2,

520ｍの区間につきまして現在整備中でございます。なお、本区間につきましては平地部で

ありまして、河床勾配も緩やかで、河積が狭いということから無堤区間となっておりまし

て、現況の流下能力、低いところで８m3/sという少ない数字となっております。毎年のよ

うに浸水被害があるために、河道掘削や護岸築堤を行いまして、一般県道面野山鶴岡線の
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白山関根橋から約 2,000ｍ区間まで、75m3/sを目標流量といたしまして、湯尻川幹線排水

路が流入箇所の上流部、上の方に湯尻川幹線排水路ということで括ってある、矢印の引い

てあるところであります。そこから上流につきましては、 520ｍ区間におきましては18m3

/sを目標流量に設定して、流下能力の向上を目指しております。 

もう少し詳しく説明させていただきます。湯尻川の計画断面でございます。灰色の部分

が河道掘削を表しておりまして、オレンジ部分が築堤を表しております。この着色された

部分を整備いたしまして、流下能力を８m3/sから75m3/s及び18m3/sに引上げ、治水安全度

の向上を図っていく予定でございます。非常に川幅が広いような印象を受けますけれども、

縦断勾配がないということから、こういう形で流下能力を高めるしか安全度を向上するし

か対策としてはございません。 

 続きまして矢引川についてでございます。一般県道７号の矢引川橋から上流 1,844ｍの

区間につきまして、現在整備を行っております。本区間は無堤河川でございまして、現況

流下能力は低いところで５m3/sとなっております。これを河道掘削や護岸築堤を行いまし

て、流下能力の20m3/sまで向上を目指してまいりたいと思っております。 

 矢引川の計画断面でございます。灰色が河道掘削、オレンジ色が築堤を表しております。

この着色された部分を整備いたしまして、流下能力を５m3/sから20m3/sに引上げ、治水安

全度の向上を図りたいと考えています。また、掘削土の有効利用や必要 低限の護岸に対

します、可能な限りコストの縮減、周辺環境への配慮を行い、地域住民への安全で安心な

生活環境を確保することに努めてまいりたいと思っております。 

 今日、湯尻川の公共事業の評価監視委員会の委員長の方から、湯尻川につきまして継続

が妥当であるという意見書をいただいております。今回、湯尻川が評価対象になっており

まして、その意見を今日、先生からいただいたところでございます。一緒に報告させてい

ただきたいと思います。以上でございます。 

● それでは、ただいまのご説明で、質疑あるいはご意見等ございましたらお願いします。 

 はい、どうぞ。 

● 県管理の河川ということで、着実に整備していくと思うのですが、湯尻川については集

落内も流れているのですが、多自然川づくりみたいな考えというのは特にないのでしょう

か。 

◆ 後に申し上げましたように、河川自体がこういう田園地帯を流れる、河床勾配の非常

に緩やかな河川でございまして、できる限り構造物等を作らないような河川掘削なり築堤

なりを行っていきたいと考えております。ただ、その箇所に貴重な生物とかそういうもの

おりました時には、十分保全対策を考えてまいりたいと考えています。 

● 先ほど全体の話でゲリラ豪雨の話ありましたけれども、私は、なんかゲリラ豪雨は本川

レベルではある程度吸収されるだろうというか、そうそうもろに影響出てくるのは県管理

の小さい川にそういう影響が出てきそうな気がするのですけれども、県の取り組みという
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のですかね、そういう具体的な何か、動きみたいなのがあるのでしょうか。あるいは国と

のそういう交流と言うのでしょうか、技術交流と言うのでしょうか、そういうものでもい

いと思うのですけれども、なんかそういうことはどうでしょうかね。まだまだですかね。 

◆ いまご説明させていただいた２河川につきましては、さほどではないと思うのですが、

もう少し大都市部、都市河川においては非常に、いま道路の排水とかそういうものが全部

集まってまいりますので、その辺の対策にいま私ども県管理河川としても十分に対応して

いきたいと、やっている 中でございます。 

 先ほど鶴岡市で時間82㎜という雨量説明されましたけれども、そういう雨が来ましたら

もう何とも仕方ない、どうしようもありません。 

● 他にご意見ございますか。無いようでしたら一応終わりですが、先ほどの何番目でした

か、飛ばしたところがありましたが。２番目ですね。２番目の第１回赤川水系河川整備学

識者懇談会議事概要についてといって、ご説明をいただいたのですが、これをどうすると

いうところ、結論まで至ってなかったと思うのですけれども、これはこの議事録を先ほど

の公開の規約を承認されたので、これを公表しますという、そういう理解でよろしいでし

ょうかね。 

◆ 先ほど説明した第１回の議事録はもうホームページで公開しております。ので、もし違

っていたりしたら事務局に内容について意見いただければと。そういう趣旨です。 

 

（６）その他 

● そういうことですか。どうもすいませんでした。一応、これで具体的な５番までの議題

は終わりました。あとは（６）ということになりますが、（６）は何かございますか。 

◆事務局 準備してございません。 

● 無いということですね。じゃあ、これで進行の方はそちらにお返しいたしますので、よ

ろしくお願いします。 

◆ 長時間にわたるご審議ご苦労さまでした。以上で第２回目の懇談会の議事を無事終了い

たしました。 

 後に次回の予定ですが、治水・利水・環境の政策目標の明確化、政策評価における代

替案比較による対応方針案について、後日、日程の調整をさせていただきますので、引き

続きよろしくお願いいたします。 

 後でございますが、本日の会議の中で、まだこれだけはお聞きしたいということがご

ざいますか。あれば、この場でお受けしたいと考えてございますが、いかがでございます

か。 

● 23頁。今日、ちょっと私自身、お話全体の消化不良があって、頭の中が整理できないで

いますけれども、少なくとも赤川の整備計画の基本となるところというのが、この表の中

にあります、適用の可能性ありというところが中心になるという理解で良いのかどうかと
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いうことと、先ほど鶴岡市の方の引堤というのが適用の可能性ありということだとすると、

こういうような住民に対して相当大きな影響のあるようなことも対象に今後考えていくの

か、あるいはこれは一つの、今までの赤川の治水対策で、大体ダムとかそれから河道掘削

を中心にやっていけば大丈夫だから、それでも駄目な時にこういったことを考えるという

のか、その辺のところがどうもよく分からなかったので、簡潔に教えていただければと思

います。 

◆ 事務局の方から、もう少し補足させていただきます。先ほどご説明しましたとおり、今

まで整備計画の素案を作る段階でこういう内部的な検討のところ省かせていただいたよう

な形になっていましたので、それをちょっとこういうふうな形で表にさせていただいたと

いうことです。いまお話ありましたように、例えば引堤ですと、今までかなり集落という

か周辺に影響大きいので、やはり掘削と比較するとやはり引堤は無理ですねというお話を

させていただいたのですけれども、やはりどのぐらい無理なのかというところ、それから

掘削についても、環境というか魚とかいろんな影響がﾞあるわけですけれども、それがどの

ぐらい影響あるのかと、例えばそれを考慮すれば引堤をしなければ考慮できないわけです

けれども、そういう比較をするにあたって、今まで表に出てなかったところをきちんとお

示しして、引堤はこれほど無理ですと、例えばですね、そういうことを資料としてご提示

して、やはり掘削の方で、今まで掘削でやってきていますけれども、掘削で進めていきた

いと考えていますので、どうでしょうかというような流れというか、そういうことになる

のではないかと、今時点では思っています。その一つのいろんな可能性を、今回こういう

ことを、可能性としてあるものはご提示して、意見をいただきたい。かなり無理だという

ところも、皆さんに無理だというふうな見方をしてもらえれば、われわれとして、そこの

ところは、じゃあ今までとおり掘削で進めたいとか、そういう形でものを決めていきたい、

そういう過程をお示ししていきたいというふうに考えて、今回ちょっとこういう、ちょっ

と中途半端ですけれども、こういう資料を提示させていただいたところです。 

◆ よろしいでしょうか。 

● ありがとうございます。 

 

 

                             以 上 


