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※　青字　：　素案において内容の記述がある項目

意見要旨 意見内容 意見提出方法

共通－１
河川整備計画の基本的な考え
方について

整備計画の内容について評価したい。 鳴瀬川水系河川整備計画の素案について評価したい。 聴く会（東松島市）

共通－２

先日、三本木ふれあいホールで行われた意見を聞く会では地元住民が多数出席、活発な意見要
望が出され、大盛会だった。
河川整備に対する地元住民の関心の高さが伺い知れる会合で優先順位をつけながら取り組んで
おられるスタッフに敬意を表したい。
多田川の堤防改修工事について今後の整備内容を知り、地区民は喜んでいる。

ＦＡＸ

共通－３ 今後の計画策定までの流れを聴かせて欲しい
河川整備計画を作る中で意見聴取は、日本の歴史にかつてなかったことだと思うが、今後の全体
計画についても考えがあれば聞かせてほしい。

聴く会（鹿島台）

共通－４ 整備計画は見直しを行うのか この整備計画は、見直しする期間があるのか。 聴く会（東松島市）

共通－５ 意見を聴く会は毎年開催するのか 意見を聴く会は毎年するのか 聴く会（大和町）

共通－６ 計画の基本理念について 基本理念に対して評価したい
「黄金の里にやすらぎの流れ　未来をかなでる鳴瀬川」と、非常にいいロゴがあり大いに賛成した
い。

聴く会（鹿島台）

共通－７ 日本のオンリーワンを目指して欲しい
日本のオンリーワン、たった一つの川である、あるいはここにこんなすばらしい特徴があるとな
ど、何か全国にないものを目指して欲しい。

聴く会（鹿島台）

②洪水、高潮等による災害の発生防止または軽減に関する整備

治水－１ 治水対策の促進について 安全安心な鳴瀬川への要望
台風等の接近によって増水した場合、内水が停滞し住宅に浸水し不安な家庭があるので対応は
むずかしいと思うが、配慮して頂ければある程度安心と思う。上流での山林開発が進んでくると一
旦水が出る心配が残る。

ハガキ

治水－２ 河川改修の促進を進めて欲しい。
当地域は鳴瀬川、吉田川の１級河川と品井沼を貫流する鶴田川、高城川と歴史的に水害との闘
いの中で生きて来た。私達の望むことは水害のないことなので整備計画では十分な検討し安全・
安心な暮らしをお願いしたい。

ハガキ

治水－３ 河川改修の具体的な時期を教えて欲しい。 吉田川の改修についてできるだけ早く着工して欲しい ハガキ

治水－４
竹林川（三ノ関、下草）の整備が大変遅れている。３０数年前に用地買収が行われたがいまだに
手付かずの状態。近年宮床ダムの放流（大雨の時）により三ノ関、下草地区が洪水になってい
る。早期に河川改修整備をして欲しい。

会場での投書
（大和町）

治水－５ 竹林川の河川改修を進めて欲しい。 聴く会（大和町）

治水－６ 私の記憶で50年来でもまだ整備できていないのが私にとっては不満である。 聴く会（三本木）

整備計画に対する意見・質問

①河川整備計画全体に共通する意見
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※　青字　：　素案において内容の記述がある項目

意見要旨 意見内容 意見提出方法整備計画に対する意見・質問

治水－７ 仙石線の鉄橋から下流の堤防が一部低くなっているところがあるが何時整備するのか 聴く会（東松島市）

治水－８
川のそばに住んでいるが将来的な改修計画が分かれば、今後うちを家を新築するときの心配を
しなくてすむので教えて欲しい。

聴く会（三本木）

治水－９ 堤防の量的整備について 堤防の整備を促進して欲しい。
鳴瀬川左岸、多田川右岸は水位が上昇すると危険箇所が数カ所ある。災害が起きる前に堤防の
改修をして欲しい。

会場での投書
（三本木）

治水－１０
多田川の河川改修のために17年度、それから18年度の３月までに用地買収、住宅移転がほぼ終
わっているが、まだ墓地移転と生活道路は未完成あり速急に築堤工事お願いしたい。

聴く会（三本木）

治水－１１
河川改修は行われているが桑折江頭首工の下流には堤防が未改修の箇所があり効率よく整備
してもらえないのか

聴く会（三本木）

治水－１２ 多田川は買収は終わっているので堤防整備になぜすぐ着手できないか。 聴く会（三本木）

治水－１３
吉田川の３川合流から国道までの間が用地買収を終了しているがまだ本格的な工事に入ってい
ないので早目に堤防整備をして欲しい。

聴く会（大和町）

治水－１４
三本木橋の上下流域のの堤防の整備について、なぜ一部だけされていないか具体的な整備時
期の見通しを含めて教えて欲しい。

聴く会（三本木）

治水－１５
南町の場合、洪水を２階から見て、南側と北側というのは、水位が違ったような気がし、今まで町
の人たちの意見を聞くと、右岸と左岸の堤防の高さが違う言うがその理由はなぜか。

聴く会（三本木）

治水－１６ 堤防の質的整備について 堤防の補修を実施して欲しい
下桧和田地区に水位が上昇すると３箇所ほど堤防が漏水する箇所があるが、今から改修してい
くのか。

聴く会（大和町）

治水－１７ ダム調査・建設 環境に配慮した建設をして欲しい

大きなダム建設をする際、コンクリート工事を上流で行われると鳴瀬川のシジミはもちろん、ノリの
養殖、カキの養殖、それに多大な被害や、脱落の現象が起きるのではないか。30年という長いス
パンがあるのだったら、環境に優しいコンクリートなど、環境に優しいもので対処するべきではな
いか。

聴く会（東松島市）

治水－１８

魚つりを趣味にしており鳴瀬川にもかなり出向く。
筒砂子ダム、田川ダムの建設にあたっては、是非「排砂ゲート」等を設置すべきと考える。正常流
量の確保だけでは河川環境維持は困難。
掃流による土石の運搬が河川の底質あるいは、水質の保持に役立っていると思う。河床低下や
海岸域での浸食防止などダム湖の堆積土砂対策にも有効な施設として設置を考えてほしい。

会場での投書
（三本木）

治水－１９ 嘉太神ダムの今後の計画はどうなるのか」 嘉太神ダムの今後の計画についてはどうなるのか 聴く会（東松島市）

治水－２０
吉田川の上流に嘉太神ダムがあるが、大分古いダムで老朽化しているが、嘉太神の状況、今後
の計画について聴きたい。

聴く会（大和町）

治水－２１ 内水対策の実施 内水被害への軽減を実施して欲しい
旧小野橋の上流宿浦地区では内水排水するための整備計画が農業事業で計画されてたが、断
念した経緯があり、排水機場を国で、河川改修と併せて実施して欲しい。

聴く会（東松島市）

治水－２２ 宿浦排水樋管についてはポンプゲートに改良し内水対策をできないか 聴く会（東松島市）
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※　青字　：　素案において内容の記述がある項目

意見要旨 意見内容 意見提出方法整備計画に対する意見・質問

治水－２３
内水対策として三本木の水防ステーションに配備してある排水車を最優先に使用できる体制にし
て欲しい。

聴く会（三本木）

環境－１
動植物の生息・生息環境の保全
について

良好な河川環境の保全に努めて欲しい
人間としての一番大きな願いは自然の豊かさと魚類、植物との共生であります。以前の様に河川
が良き友であり、愛される環境である。自然の楽しさが満喫できますようお願する。

ハガキ

環境－２ ハマナスが自生しているところが、洪水時に浸食を受けているので対応をして欲しい。 聴く会（東松島市）

環境－３
三本木の桑折地区の水門が稼働したために堰の水は上だけ流れて下が流れないからか、アユ
がすまなくなったのかなと思うので意見を聞かせてほしい。

聴く会（三本木）

環境－４
自然に配慮した事業の実施につ
いて

環境に配慮した工事を実施して欲しい。 環境に配慮し護岸工事を実施して欲しい。 聴く会（東松島市）

環境－５ 水質の保全について 水質の基準等に関する質問
水質の保全で渇水になると大腸菌が大分基準以上になっているという話を聞いているが、対策は
どうなっているのか

聴く会（東松島市）

環境－６ 水質の規制はどうなっているのか。 聴く会（東松島市）

環境－７
人と河川とのふれあいの場の整
備について

ふれあいの場の整備の促進をして欲しい
吉田川三川合流地点付近、桧和田（左岸）の河川敷の利活用を図られたい。
河川の機能を損なわない程度の運動広場や公園で、高齢者のグランドゴルフ等多目的に活用で
き、健康づくりに是非とも調査・検討をして頂きたい。

ハガキ

環境－８
砂川原のある遊べる川つくりをして欲しい 会場での投書

（三本木）

環境－９
川で遊べ、近よって危険のない護岸つくりをしてほしい 会場での投書

（三本木）

環境－１０

鳴瀬川堤防の近くに住む者。大雨後の川岸のゴミの量にはびっくりする。２２年のキャサリン台
風、２１年のアイオン台風の時も同じ住所にいたが、堤防の修理等で、鳴瀬川の、はんらんの心
配は無くなった。
５０年前、６０年前の私達の幼い頃には、鳴瀬川は遊びの場だったが近年は、川は危ない所、近
よらない所としてなったが、昔のように川遊びのできる川とならないか。

会場での投書
（三本木）

環境－１１
鳴瀬川大橋の三本木の方に小学校があるが、生徒が鳴瀬川で遊ぶ際に、鳴瀬川におりる道がな
いばかりではなく、樹木で川に行けないと聞いているので整備してほしい。

聴く会（鹿島台）

環境－１２
竹谷地区にはハクチョウが、大体1,000羽以上来ており、ハクチョウを見に来た人のためにベンチ
があればいいと思う。

聴く会（鹿島台）

環境－１３
平成１９年度から農政事業で農地のあぜ道などに荒れ地に花を植える事業を行うと聴いている
が、同様に河川の荒れ地も綺麗にしてもらったらありがたい。

ＦＡＸ

環境－１４
川づくりは人づくりでもあるのだと私は思っているのです。人づくり。そういうところに触れて育つ子
供たちは、学校から帰るとすぐパソコンばかりにすがっている子供たちよりはるかに心豊かに育
つはずでありそういう面から川づくり、護岸づくりをやってほしい。

聴く会（三本木）

③河川環境の整備と保全に関する事項
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※　青字　：　素案において内容の記述がある項目

意見要旨 意見内容 意見提出方法整備計画に対する意見・質問

環境－１５
健全な流砂系の構築に向けた取
り組みについて

河口部砂州の安定化に対する要望
鳴瀬川の河口部が漁港区域になっているが海流砂が進み船の航行が困難となっているため対
処して欲しい。

聴く会（東松島市）

環境－１６ 河口部の流砂の検討については実施して欲しい。 聴く会（東松島市）

環境－１７
河口部の流路が複数になっているため、土砂堆積が進み上流から水か流れないため、流路を一
にして欲しい。

聴く会（東松島市）

環境－１８
鳴瀬川河口部導流堤が台風で破損しているため、流路が複数にになり船の航行が困難になって
いるため補修をして欲しい。

聴く会（東松島市）

環境－１９
河口部における安全な航行の確保について鋭意努力していってほしい。導流堤の補修はどのよ
うな整備をいつまで行うのか

聴く会（東松島市）

管理－１ 河川の巡視、点検について 許可工作物について管理して欲しい 行井堂堰（土地改良区）の堆砂が用水ゲートが逆流するため土砂を撤去して欲しい。 聴く会（大和町）

管理－２ 堤防除草について 堤防除草を住民参加のもとにできないか
小野町で水辺の会をつくって除草作業をしているが、業者の方々より遅い認可のため、住宅地に
蛇が集まってきて、住民より不満の声がある。（＊堤防除草の市町村委託）

会場での投書
（東松島市）

管理－３
堤防除草について、地域の住民に幾らかでも安くしてもらって刈るとかの方法は考えられないの
か。

聴く会（鹿島台）

管理－４
河川敷の除草のお願い。多田川右岸河川敷（谷地排水樋管～多田川共同墓地間約１００ｍ）に
ついて刈り取りを実施してほしい。

ＦＡＸ

管理－５ 河道の維持管理について 適切に河道管理をして欲しい
高田橋付近の中州的に草木が繁茂しているため左岸に川が流れている状況であり将来崩落は
するのではないか。

聴く会（大和町）

管理－６ 河道埋塞土砂撤去について 河道埋塞土砂撤去をして欲しい
生い茂った柳の木などに、堆積物がたまったとき、出水時に決壊が起きるのではないかと思え
る。

聴く会（三本木）

管理－７ 塵芥処理について 適切に塵芥処理をして欲しい 吉田川の二子屋橋の上下流にカヤ等のごみがあるが処理するのか。 聴く会（鹿島台）

管理－８
渇水が長く続いた後に大雨が降った後、間伐、伐採とかした後と見受けられる流木が非常に多く
流れてき　て、養殖イカダが被害をこうむったり、船の航行が危険なときがあるので十分注意をし
て伐採したものを片づけて欲しい。

聴く会（東松島市）

管理－９ 河道の樹木管理について 河道内樹木を伐採して欲しい 河道内の樹木を伐採して欲しい 聴く会（大和町）

管理－１０
樹木がかなり河道の中にあって、水の流れをある意味では抑える方がいいのか、ない方がいい
のか。ただ、見た感じでは河道に樹木がない方がいいいう思いがある。

聴く会（鹿島台）

管理－１１ 吉田川の悟渓寺橋付近は河道な樹木が繁茂しているため、対策をして欲しい。 聴く会（大和町）

④河川の維持の目的、種類
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意見要旨 意見内容 意見提出方法整備計画に対する意見・質問

管理－１２
河道内の雑木が大木になっていたりしているの取り払うだけでも流れが変わってくると思うので伐
採に着手して貰いたい。

聴く会（大和町）

管理－１３ 樹木管理を住民参加のもとにできないか 河道内の樹木管理については、ボランティア等を活用してもいいのではないか。 聴く会（東松島市）

管理－１４ 河道内樹木の繁茂は何が原因だったのか 聴く会（東松島市）

管理－１５ 不法占用・不法投棄対策 啓蒙活動を促進して欲しい 河川のごみ拾いも年に数回やっておるが、ゴミを捨てない啓蒙活動をお願いしたい。 聴く会（東松島市）

管理－１６
最近12月のころに季節外れの大雨が降りその時に、鳴瀬川の中段を見たときに、大水が引いた
後の上流から流れてきたと思われるビニール袋、空き缶などが、鳴瀬川沿いの堤防にずっと列に
なっており、そういった状態で汚されたときに大変残念だなと思った。

聴く会（三本木）

管理－１７ 水防活動の支援強化について 支援強化をして欲しい
三本木町は河川の防災ステーションと指定されているが、堤防がはんらんしたとき、地元の建設
業者、自衛隊等の人を交えた防災ステーションにが所有する資材などを活用した防災訓練もお願
いしたい。

聴く会（三本木）

管理－１８
大崎では、防災センターのそばに給食センターを建設する予定である。有事のときには防災セン
ターと給食センターを兼ね備えたこの地で被災した住民に食事を提供する訓練も必要だと思う。

聴く会（三本木）

地域連携－１
住民参加と地域との連携による
川づくりについて

川づくりは人づくりである。 川づくりは、人づくりと考えてもいいと思われる。
会場での投書
（三本木）

地域連携－２
私たちが子供のころ遊んだ川のような触れ合いが復元できれば、河川に対する住民の愛着も出
てくる感じがするし環境整備については、動植物と共存する地域社会づくりをしてもらえれば、大
変ありがたい。

聴く会（鹿島台）

地域連携－３
私たち竹谷地区として、年に４回ごみ拾いをしているが、出水の時に木にビニールひっかかったり
してい　る。鳴瀬川の景観づくりのためには、地区としては頑張っている。

聴く会（鹿島台）

要望・苦情等－１ 要望・苦情等について 要望・苦情等について
被災した人を素早く病院に運ぶために、河川局と道路局が一体となって、三本木にスマートイン
ターの整備をして欲しい。

聴く会（三本木）

要望・苦情等－２
河川改修も早くやって欲しいが、河川改修のために１日何百ずつダンプが通り、町道・市道の舗
装が痛んでいる。

聴く会（三本木）

要望・苦情等－３ ダンプが走ると、洗濯物を干していたら、真っ白になったからどうにかしてくれと苦情がある。 聴く会（三本木）

要望・苦情等－４
12月の末に大雨が降った際に、三本木防災センターが休館し情報が見られなかったのでていた
ので改善して欲しい。

聴く会（三本木）

⑤住民参加と地域との連携による川づくり

⑥要望・苦情等
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意見要旨 意見内容 意見提出方法整備計画に対する意見・質問

要望・苦情等－５
堤外民地で現在、麦をまいているが、水害が来ると表土が皆はがされてしまうので土地を買い上
げとかをしてもらえないか

聴く会（大和町）

要望・苦情等－６
林野庁の森林関係の計画が全然入っていなく、何年か前まで林野庁でブナの木を切ったが、そ
の後の手入がなされていないので、ブナの木の管理して貰いたい。

聴く会（鹿島台）

要望・苦情等－７
大和町と大郷の境に行井堂堰の固定堰（土地改良区管理）があるが上下流の水位差があるた
め、国土交通省で可動堰にしてほしい。

聴く会（大和町）

要望・苦情等－８
行井堂堰の上に大郷町と大和町をつなぐ潜り橋があるが整備の中で常に渡れるような橋の整備
をすべきではないのか。

聴く会（大和町）

要望・苦情等－９
鞍坪川が鳴瀬川に合流している付近に古い排水樋管（土地改良区等管理）があるが計画でとう
なるのか。

聴く会（東松島市）

その他－１ その他 その他
流域にはアルミの溶解等をしている会社があるが、仮に22年の大水害が出てくると、そこの溶解
炉が水に浸かると水蒸気爆発を起こし大変危険であると思われるがその対策は考えているのか

聴く会（三本木）

その他－２ 説明にもあったが、大臣管理区間と知事管理区間の違いは何か（聴く会参加者より） ハガキ

その他－３ 参考として古老の話では導流堤については今より１ｍ～２ｍあった。 聴く会（東松島市）

⑦その他




