
実施期間：平成28年7月25日～平成28年8月24日 

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

国土交通省 東北地方整備局 

宮城県 土木部 河川課                

【パブリックコメント実施結果】 
 
 

【大臣管理区間】【知事管理区間】 



鳴瀬川水系河川整備計画策定の流れ 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 
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第15回懇談会の意見を受け 
「変更原案」の修正作業 

○住民からの意見募集      →平成28年7月25日～平成28年8月24日 
○意見を聴く場の開催（大崎会場） →平成28年8月9日 
○意見を聴く場の開催（大和会場） →平成28年8月10日 

パブリックコメント等 

【変更原案】第15回懇談会(9/6) 提示（今回） 

【変更原案】関係機関協議 

鳴瀬川水系河川整備計画 

◆第14回懇談会後の経過と今後の流れ 

【変更素案】第14回懇談会(6/21) 提示 

【河川整備計画】 
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パブリックコメントの実施内容【広報】 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 
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◆インターネットによる意見募集 ◆記者発表（投げ込み） 
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パブリックコメントの実施内容【意見募集】 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 
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◆変更素案（閲覧用）、パンフレット（配布用）設置状況 

●変更素案閲覧・パンフレット設置状況 
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大和町役場 

北上川下流河川事務所（閲覧室前） 

●変更素案の閲覧場所 

名称 

北上川下流河川事務所   

    大崎出張所 

    鹿島台出張所 

    鳴瀬出張所 

    涌谷出張所 

鳴瀬川総合開発調査事務所 

宮 城 県 土 木 部 河 川 課 

    仙台土木事務所 

    北部土木事務所 

    東部土木事務所 

    大崎地方ダム総合事務所 

東松島市     

大崎市     

松島町     

大和町     

大郷町     

富谷町     

大衡村     

加美町     

涌谷町     

美里町     



パブリックコメントの実施内容【広報】 
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●パブリックコメント関係新聞記事 

◆新聞記事等への掲載 

●「意見を聴く場」開催記事（広報誌） 

平成28年7月27日 大崎タイムス 平成28年8月 東松島市 

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

平成28年8月 大和町 

平成28年8月 大衡村 
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パブリックコメントの実施状況・結果 
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◆意見箱・ホームページ・ＦＡＸによる意見募集 
  （平成28年7月25日～平成28年8月24日） ◆意見を聴く場の開催 

  集計件数 意見数 

意見箱 5件 8件 

ホームページ 0件 0件 

ＦＡＸ 3件 8件 

合 計 8件 16件 
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開催場所 日時 
参加 
者数 

発言 
者数 

意見 
数 

 宮城県大崎合同庁舎 
         大会議室 

8月 9日(火) 
19:00～20:30 

5人 3人 10件 

 大和町役場 101会議室 
8月10日(水) 
19:00～20:30 

46人 11人 22件 

◆「地域の方々の意見を聴く場」の開催状況 

大崎合同庁舎 

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

大和町役場 



No. 分類 意見分類 地域 要約 種別

① 治水 遊水地群計画 大衡村 遊水地の候補箇所に関して素案があれば教えてほしい。 意聴

② 治水 遊水地群計画 大和町
遊水地の位置に関して、東北自動車道協から落合檜和田字川前一番までの
一帯の田畑、林、中洲を撤去し遊水地としてはどうか。

投函

③ 治水 遊水地群計画 大和町
吉田川の遊水地は良いアイデアというよりもすばらしい計画だと思いま
す。

意聴

④ 治水 遊水地の効果 大和町落合蒜袋 遊水地の仕組みについて教えてほしい。 意聴

⑤ 治水 遊水地の効果 大和町
遊水地の整備によって到達時間、流速がどのくらい変化するのか教えてほ
しい。

意聴

⑥ 治水 河道掘削の実施
大崎市
鹿島台

東松島市にある吉田川のひとやすみパーキングは狭窄部となっているが、
掘削を行ったらどうか。

意聴

⑦ 治水 河道掘削の実施 大和町落合桧和田
新幹線下流～樋場橋付近までの掘削土量約6万m3の数量は45万m3に含まれ
るのか。

意聴

⑧ 治水 河道掘削の実施 大和町
大郷町土橋付近より下流の川幅を拡張してほしい。あるいは川筋をまっす
ぐに変更してほしい。

投函

⑨ 治水 河道掘削の実施 大和町 落合檜和田字川前二番の中州の撤去お願いしたい。 投函

⑩ 治水 河道掘削の実施 大和町
高田橋周辺の河川敷内土砂などの堆積物の撤去ならびに、遊水地までの川
幅拡張工事を行うべきである。

投函

⑪ 治水 河道掘削の実施 大和町
溢水した水を短期間に排水するために、高城川を河道掘削し、大雨の際
は、排水路として活用するような検討はないのか。または、最下流域でバ
イパスを作るような検討はないのか。

意聴

⑫ 治水 堤防整備の実施 大和町落合舞野 舞野地区の右岸側の築堤を北河原橋までお願いしたい。 意聴

⑬ 治水
上下流の治水安
全度のバランス

大崎市
鹿島台

吉田川県管理区間の改修により、下流（大郷、鹿島台、松島町、東松島
市）の流量増加が懸念される。下流の流下能力で受け入れ可能なのかどう
か。

意聴

⑭ 治水 ダム建設の検討 大崎市鹿島台
遊水地の整備だけではなく、吉田川上流のダムの整備も必要なのではない
か。

意聴

⑮ 治水 ダム建設の検討 大和町
吉田川上流のダム建設は必要であると思うので、調査、検討を行ってほし
い。

意聴

⑯ 治水 ダム建設の検討 大和町吉田 吉田川上流のダム建設の計画はないのか。 意聴

⑰ 治水
施設の機能を上
回る洪水の対策

大和町身洗 降雨の激甚化に対して治水上の対策を教えてほしい。 意聴

意見募集結果の整理 
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意見を聴く場 

意見をグループ化したうえで、項目毎に考え方を整理。 
整備計画（変更素案）に不足がある部分について、計画へ反映 

◆意見等のとりまとめ手順 

意見を治水・環境・維持管理等に分類 
意見内容毎に細分化 

●大臣管理区間の意見の整理（  ７頁～） 
●知事管理区間の意見の整理（１８頁～） 

分類・細分化 地域の方々のご意見 

鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

・・・ 

・意見箱への投函 
・ホームページ 
・FAX 



意見の整理結果［大臣管理区間］ 

・集計した31件の意見を項目毎に整理。 
・中でも遊水地群計画及び効果、河道掘削の実施、ダム建設の検討が多かった。 
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鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

項　　目 意見分類（９分類） 意見総数

①遊水地群計画及び効果 6

②河道掘削の実施 8

③堤防整備の実施 1

④上下流の治水安全度のバランス 1

⑤ダム建設の検討 5

⑥施設の機能を上回る洪水を想定した対策 1

⑦整備の目標 1

【環境】環境に関する目標 ①河川環境の整備と保全 2

①樹木管理 2

②堤防の点検 1

③土砂管理 1

【その他】 2

【治水】治水に関する目標

【維持管理】維持管理に関する目標

合　　　計 31



＜整備計画【変更原案】における考え方＞ 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： 遊水地群計画及び効果 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1(7)  遊水地群の調査・建設【変更原案 105頁】  

遊水地の位置・諸元等の詳細については、地元との調整も踏まえ今後検討し決定していきます。 

また、遊水地群の効果については、洪水時の河川の水を遊水地に貯めることにより、整備計画目標流量（平成27年9月洪

水）を約300m3/sカットする効果、ピーク到達時刻を遅らせる効果が期待できます。 

 

①遊水地の候補箇所に関して素案があれば教えてほしい。 

②遊水地の位置に関して、東北自動車道橋から落合檜和田字川前一番までの一帯の田畑、林、中洲を撤

去し遊水地としてはどうか。 

③吉田川の遊水地は良いアイデアというよりもすばらしい計画だと思います。 

④遊水地の整備によってどのような効果があるのか教えてください。 

 関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）と

同規模の洪水においてもピーク水位が計

画高水位以下となるよう、図5-23に示す

吉田川上流部に新たに遊水地群を整備す

ると共に河道掘削等を行います。なお、

大臣管理区間外に整備する場合には宮城

県と十分な協議・連携を図ります。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： 河道掘削の実施 

＜整備計画【変更原案】における考え方＞ 

 5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1(2)  図5-12 河道掘削【変更原案 94頁】  

整備計画の実施内容に含まれておりますが、河道掘削を行い河積を確保することにより、洪水を河道内で下流に流せるよ

う整備を進めていきます。 

高城川への排水については、高城川トンネル（明治潜穴）・元禄潜穴の流下能力に制限があり、さらに沿川には松島町市

街地が広がっており、河道拡幅が難しいこと、また、バイパスについては、延長・規模が長大となり、用地買収・工事規模の

観点より、実現性に乏しいこと等から、吉田川の河道掘削による整備を進めていきます。 

①東松島市にある吉田川のひとやすみパーキングは狭窄部となっているが、掘削を行ったらどうか。 
②川幅の狭い新幹線下流～樋場橋付近の掘削を検討してほしい。 
③大郷町土橋付近より下流の川幅を拡張してほしい。あるいは川筋をまっすぐに変更してほしい。 
④落合檜和田字川前二番の中州の撤去お願いしたい。 
⑤高田橋周辺の河川敷内土砂などの堆積物の撤去ならびに、遊水地までの川幅拡張工事を行うべきである。 
⑥溢水した水を短期間に排水するために、高城川を河道掘削し、大雨の際は排水路として活用するような 
 検討はないのか。または、バイパスを作るような検討はないのか。 

※図の橙線は河道掘削予定箇所 

位置や構造については、今後、詳細設計を経て決定 

するもので、最終的なものではありません。 

 



＜整備計画【変更原案】における考え方＞ 

 

 吉田川は下流部の断面不足箇所について断面確保と、上流部の無堤箇所について堤防整備を行

います。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： 堤防整備の実施 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1(1)  図5-7 堤防の整備【変更原案 88、89頁】 
 
  

整備計画の実施内容に含まれておりますが、断面不足箇所の築堤を行い、洪水を河道内で下流に流せるよう整備を進め

ていきます。 

※図の赤線は堤防整備予定箇所 

位置や構造については、今後、詳細設計を経て決

定するもので、最終的なものではありません。 

○舞野地区の右岸側の築堤を北河原橋までお願いしたい。 



＜整備計画【変更原案】における考え方＞ 

 

 

 吉田川については適切な河川の維持管理及び堤防整備、河道掘削、遊水地群の整備などを計画

的、効率的に実施します。 

 また、本川及び支川の整備にあたっては、本川下流部の進捗を十分に踏まえつつ、上下流の治

水安全度のバランスと旧北上川・江合川の治水対策も考慮し、水系一貫した河川整備を行います。 

4.河川整備の目標に関する事項 / 1.2(1) 戦後最大規模の洪水への対応【変更原案 77頁】  

整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類：上下流の治水安全度のバランス  

整備計画の実施内容に含まれておりますが、上流部の掘削を進めるにあたり、新たに吉田川上流部に遊水地群を整備す

る等、下流部～中流部に負担がかからないよう上下流のバランスを考慮した河川整備を行います。 

○吉田川県管理区間の改修により、下流（大郷、鹿島台、松島町、東松島市）の流量増加が懸念さ

れる。下流の流下能力で受け入れ可能なのかどうか。 
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＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 

 吉田川上流の洪水調節施設の整備に向け、今後とも水文、地形、地質等の調査の他、治水・利

水計画の技術的検討を継続していきます。 

①遊水地の整備だけではなく、吉田川上流のダムの整備も必要なのではないか。 

②吉田川上流のダム建設は必要であると思うので、調査、検討を行ってほしい。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： ダム建設の検討 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1(6) ダムの調査・建設【変更原案 105頁】  

吉田川上流の治水対策については、築堤、河道掘削及び遊水地群の整備により、整備計画の目標を達成します。 

なお、更なる吉田川上流の洪水調節施設の整備に向けては、今後とも水文、地形、地質等の調査を継続して実施

していきます。 

 



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 

  関東・東北豪雨（平成 27 年 9 月洪水）では吉田川の本川及び支川で越水、溢水による家屋浸水が 

 発生し、甚大な被害が発生しました。 

  今後も施設の能力を上回る洪水による水害が起こりうることから、行政・住民・企業等の各主体が

水害リスクに関する知識と心構えを共有し、氾濫した場合でも被害の軽減を図るための避難や水防等

の事前の計画・体制、施設による対応が備えられた社会を構築していく必要があります。 

  被害を軽減するための対策として、河川防災ステーション、水防拠点等の施設整備、河川情報伝達

システム、浸水想定区域図の公表とこれに伴う関係する地方公共団体の洪水ハザードマップ作成支援

等のソフト対策を推進しています。さらに、関東・東北豪雨（平成27年9月洪水）を契機に、ソフト対

策を活かし、人的被害や社会経済被害を軽減するための施設による対応（以下「危機管理型ハード対

策」という。）を実施することとしました。具体的には、水害リスクが高いにも関わらず、当面の間、

上下流バランスの確保等を図る必要があることや財政等の制約もあることから、氾濫の危険性が高い

区間などについて、平成28年度から概ね5年間で、越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しで

も引き延ばすよう堤防構造を工夫する対策を優先的に行う区間を設定したところである。 

   これらのことから、従来からの洪水を安全に流すための施設による対応に加え、危機管理型ハード

対策を導入し、地域におけるソフト対策と一体となって実施する必要があります。 

○降雨の激甚化に対して治水上の対策を教えてほしい。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： 施設の機能を上回る洪水を想定した対策 

3.鳴瀬川の現状と課題 / 1.6(3) 施設の能力を上回る洪水等への対応【変更原案 63頁】  
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施設の能力を上回る洪水に対しても被害の軽減を図るため、ハード対策として堤防天端舗装等の危機管理型ハード対

策の実施、ソフト対策として鳴瀬川大規模氾濫時の減災対策協議会を設立し、洪水ハザードマップの作成支援や関係自

治体とともにタイムライン（時系列の防災行動計画）の整備等に取り組んでいきます。 

 
 

 



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

○鳴瀬川では整備目標洪水を変更しなくてよいのか。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： 整備の目標 

鳴瀬川の三本木地点では、現整備計画の目標洪水である昭和22年9月洪水の流量を平成27年9月洪水の流量が超え

なかったため整備目標洪水を変更しません。 

一方、吉田川では、平成27年9月洪水の流量が、変更前の整備目標である昭和22年9月洪水より流量が大きいため、今

回整備目標洪水を変更します。 

S22.9洪水
(現整備計画)

赤字：ダムなし氾濫なし流量
青字：ダムあり氾濫なし流量

H27.9洪水

赤字：目標流量
青字：河道配分流量

現整備計画以上

新

江

合

川
↓ ●野田橋

石
巻

■三本木基準地点 湾

■落合基準地点

善川 竹林川
→ ←

※現況施設（宮床ダム)

吉田川↑

↑

[1,400]
1,300

鳴
瀬
川

→
[3,400]
2,800 3,300

新

江

合

川
↓ ●野田橋

石
巻

■三本木基準地点 湾

■落合基準地点

善川 竹林川
→ ←

※現況施設（宮床ダム)

吉田川↑

↑

[1,670]
1,580

鳴
瀬
川

→
[2,350]
2,250 2,410

鳴瀬川は、今次洪水の
流量が現整備計画の河
道配分流量未満
→現計画を踏襲

現整備計画以下

吉田川は、今次洪水の流量が現
整備計画の河道配分流量以上
→計画を変更

1,400m3/s→1,700m3/sに変更



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 

 

 河道掘削の施工にあたっては、河川環境に与える影響が極力少なくなるよう、施工時期、施工

方法等に配慮します。また、掘削については、濁水の発生を極力抑えながら、必要に応じて水質

等のモニタリング調査を実施するとともに、掘削により発生する残土を堤防の整備に利用するな

ど有効利用の検討を実施します。 

 

 

 河道掘削等の河川工事の実施にあたっては、河川環境を十分に把握し、専門家の意見や地域住

民の意向を聴きながら、可能な限り動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・再生などに配慮しま

す。 

①吉田川は勾配が緩く、河道を拡幅した場合水温上昇が心配されるため対策を講じてほしい。 

②吉田川にはホンドキツネが生息しているため、改修の際は保護等の対策を講じてほしい。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：環境  意見分類： 河川環境の整備と保全 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1(2) 河道掘削【変更原案 91頁】  

河道拡幅をしていく際には、平水位以上での掘削等、河川環境に与える影響が極力少なくなるよう整備を進めていきます。

また、動植物の生息、生育、繁殖環境については、専門家等の意見を聴き、配慮しながら整備を進めていきます。 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.3(1) 動植物の生息・生育・繁殖環境の保全【変更原案 108頁】  

 
 

 



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 

 

 樹木の成長や繁茂の状況を定期的に調査し、河道内樹木の繁茂・拡大により洪水を安全に流下

させる上で支障となっている箇所や樹木群への土砂堆積により水際の陸地化が進行し鳴瀬川本来

の景観や自然環境を変化させている箇所について、治水・環境の両面から適切に評価し、必要に

応じて伐採等の樹木管理を実施します。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：維持管理  意見分類： 樹木管理 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1(1) 堤防の整備【変更原案 84頁】  

整備計画の実施内容に含まれておりますが、洪水を安全に流下させる上で支障となっている樹木群の伐採は重要と考

えており、景観や自然環境を配慮しつつ、適切な樹木管理を行います。 

○適切な樹木管理を行い洪水を安全に流下させてほしい。 



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 

 河道の目標流量を安全に流下させるために、家屋等への被害が生じる無堤箇所及び断面（堤防

高や幅）が不足する箇所において堤防の整備を実施します。 

 

 洪水時において堤防などの河川管理施設がその機能を発揮するためには、その状態を把握する

必要があります。特に、鳴瀬川では下流部の堤防が軟弱地盤に設置されていることから、堤防の

高さや形状など堤防の沈下に留意した巡視を実施します。 

 

 水防活動の重点化・効率化に資するため、堤防の縦断方向の連続的な高さについてより詳細に

把握するための調査を早急に行い、越水に関するリスクが特に高い箇所を特定し、水防管理者等

と共有を図ります。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：維持管理  意見分類： 堤防の点検 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1(1) 堤防の整備【変更原案 84頁】  

5.河川の整備の実施に関する事項 / 2.1(1) 河川調査【変更原案 115頁】  

堤防が局所的に低くなっている箇所については現状把握しており、整備計画の中で堤防嵩上げすることとしていますが、

整備の優先度等を考慮し、段階的に整備を進めていきます。 

○堤防が局所的に低くなっている箇所の点検、調査を行ってほしい。 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 2.2(1) 洪水氾濫に備えた社会全体での対応【変更原案 131頁】  

 



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 

 

 堤防整備が完了しても河道断面積が不足している箇所においては、河道の目標流量が安全に流 

 下できず浸水被害が生じます。このため、河道断面積を拡大するための河道掘削を実施します。 

  河道掘削の計画にあたっては、東北地方太平洋沖地震に伴う地盤沈下による塩水遡上範囲の拡 

 大等の影響を考慮するとともに、河道内樹木の保全、利活用が行われている高水敷の保全等、多 

 様な動植物の生息・生育・繁殖の場や利用施設ができるだけ消失しないよう掘削形状等に十分配 

 慮します。なお吉田川上流部については、目標流量に対して、大幅に流下能力が不足しているた 

 め、流下能力確保のために高水敷掘削に加えて河床掘削を行う必要があります。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：維持管理  意見分類： 土砂管理 

5.河川の整備の実施に関する事項 / 1.1(2)河道掘削【変更原案 91頁】  

整備計画の実施内容に含まれておりますが、土砂堆積により、流下能力不足を招く箇所、施設機能に支障を及ぼす箇

所については、整備を進めていきます。 

○行井堂堰の堆積土砂の掘削を検討してみてはどうか。 



意見の整理結果［知事管理区間］ 

・集計した１７件の意見を項目毎に整理。 
・中でも吉田川及び支川の河道整備に対する意見と災害復旧の実施に対する
意見が多かった。 
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鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

項　　目 意見分類 意見総数 合計

①遊水地群計画 1

②吉田川の河道整備 3

③支川の河道整備 7

【維持管理】維持管理に関する目標 ①土砂マップ 1 1

【その他】 災害復旧 5 5

【治水】治水に関する目標 11

合　　　計 17



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 図に示す吉田川上流部の新たな遊水地群を知事管理区間に整備する場合には国土交通省と十分

な協議・連携を図ります。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： 遊水地群計画について 

 遊水地の位置・諸元等の詳細については，国土交通省と十分な協議・連携を図りながら，今後検討し決定していきます。 

  

 ここ数年短時間降水量が増えていることを考えると，遊水地は避けて通れない。県道を挟んだ

善川左岸を広く遊水地に指定されることを希望する。 

2.河川整備の実施に関する事項 / 2.1.1(2) 吉田川水系上流部の遊水地群整備【変更原案 58頁】  
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新たに遊水地の整備
を検討する範囲

※遊水地の位置・諸元等の詳細については 

国土交通省と十分な協議・連携を図ります。 

凡例 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： 吉田川の河道整備について 

①当面事業では農業用頭首工綱木堰の改良等を含めた計画なのか。 

②高田橋から籠釣橋までの河道整備は，河道の掘り下げではなく，拡幅を行うということか。 

③護岸工がすでにある場所において，川幅の狭い箇所が何カ所か見受けられるが，当該箇所の対

応は。 

＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 吉田川では，整備計画目標流量を流下させることが可能となるように，国道4号橋高田橋から籠

釣橋までのL=5,000mの区間で河道掘削及び築堤・護岸整備等を行います。河道掘削にあたっては，

多様な動植物の生息・生育・繁殖の場ができるだけ消失しないよう，配慮します。 

2.河川整備の実施に関する事項 / 2.1.1(1) 1)吉田川【変更原案 50頁】  

河道掘削 
護岸 

 大臣管理区間と整合を図りながら河道計画を策定していることから，河床の掘り下げも実施しますが，河道流下能力を

確保するために，川幅も広げます。 

 当面事業では，現況の取水堰には影響を与えない範囲で，掘削・築堤を行う計画としています。 



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

 また整備にあたっては，本川下流部の河川整備の進捗を十分に踏まえつつ，上下流，本支川の

バランスを考慮し，水系一貫した河川整備を行います。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：治水  意見分類： 支川の河道整備について 

1.河川整備の目標に関する事項 / 1.4.1(1) 安全性の確保【変更原案 44頁】  

 築堤箇所には排水樋管を設けるなど，排水対策を検討していきます。 

 支川の整備に当たっては，本川の河道整備を実施することで支川への影響を軽減するとともに，上下流，本支川のバ

ランスを考慮し，水系一貫した河川整備を行います。また，本支川において支障木撤去や堆積土砂撤去を計画的に実施

します。 

①善川の築堤に伴う排水対策を確実に行ってほしい。 

②西川に関して，支障木等の撤去だけでは溢水を防げないのではないか。 

③吉田川本川の影響を考慮した支川の治水対策を検討してほしい。 

④味明川・滑川等で冠水湛水被害が頻繁に生じているため，早期に治水対策を講じてほしい。 



＜整備計画（変更原案）における考え方＞ 

  

 出水により搬出される土砂は，低水路，高水敷，樋門部に堆積します。これらを放置すれば，

流下能力不足を招くとともに，施設機能に支障を及ぼすことになります。このため，適正な河道

断面を確保し，河川管理施設が常に機能を発揮できるよう堆積土砂による河道阻害率の把握に努

めるとともに，治水上の影響や優先度を考慮し，計画的な堆積土砂撤去を実施します。 
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整備計画【変更素案】に対する意見と整備計画（変更原案）における考え方 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 

◆項目：維持管理  意見分類： 土砂マップについて 

2.河川整備の実施に関する事項 / 2.2.2(4) 河道の維持管理【変更原案 67頁】  

 現地を測量し，支障木や堆積土砂による阻害率を求め，マップに整理します。 

 阻害率の大きいところは優先順位が高くなりますが，上下流バランスも考慮して実施箇所を決めていきます。 

土砂マップはどのように作成するのか。 



地域の方々の意見一覧表(1/2) 【大臣管理区間】 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 
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※種別：「意聴：地域の方々の意見を聴く場」、「投函：ホームページ・意見募集用紙等」 

No. 分類 意見分類 地域 要約 種別

① 治水 遊水地群計画 大衡村 遊水地の候補箇所に関して素案があれば教えてほしい。 意聴

② 治水 遊水地群計画 大和町
遊水地の位置に関して、東北自動車道橋から落合檜和田字川前一番までの
一帯の田畑、林、中洲を撤去し遊水地としてはどうか。

投函

③ 治水 遊水地群計画 大和町
吉田川の遊水地は良いアイデアというよりもすばらしい計画だと思いま
す。

意聴

④ 治水 遊水地群計画
大崎市
鹿島台

品井沼遊水地の効果が大きいため、遊水地群の整備を行って欲しい。 投函

⑤ 治水 遊水地の効果 大和町落合蒜袋 遊水地の仕組みについて教えてほしい。 意聴

⑥ 治水 遊水地の効果 大和町 遊水地の整備によってどのような効果があるのか教えてほしい。 意聴

⑦ 治水 河道掘削の実施
大崎市
鹿島台

東松島市にある吉田川のひとやすみパーキングは狭窄部となっているが、
掘削を行ったらどうか。

意聴

⑧ 治水 河道掘削の実施 大和町落合桧和田
新幹線下流～樋場橋付近までの掘削土量約6万m3の数量は45万m3に含まれ
るのか。

意聴

⑨ 治水 河道掘削の実施 大和町
大郷町土橋付近より下流の川幅を拡張してほしい。あるいは川筋をまっす
ぐに変更してほしい。

投函

⑩ 治水 河道掘削の実施 大和町 落合檜和田字川前二番の中州の撤去お願いしたい。 投函

⑪ 治水 河道掘削の実施 大和町
高田橋周辺の河川敷内土砂などの堆積物の撤去ならびに、遊水地までの川
幅拡張工事を行うべきである。

投函

⑫ 治水 河道掘削の実施 大衡村
善川流域の冠水原因は吉田川からの背水であると思われるため、吉田川本
川の河道掘削を実施して欲しい。

投函

⑬ 治水 河道掘削の実施 大和町
溢水した水を短期間に排水するために、高城川を河道掘削し、大雨の際
は、排水路として活用するような検討はないのか。または、最下流域でバ
イパスを作るような検討はないのか。

意聴

⑭ 治水 河道掘削の実施
大崎市
鹿島台

吉田川下流部の河道掘削も進めて欲しい。 投函

⑮ 治水 堤防整備の実施 大和町落合舞野 舞野地区の右岸側の築堤を北河原橋までお願いしたい。 意聴



地域の方々の意見一覧表(2/2） 【大臣管理区間】 鳴瀬川水系河川整備学識者懇談会 
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※種別：「意聴：地域の方々の意見を聴く場」、「投函：ホームページ・意見募集用紙等」 

No. 分類 意見分類 地域 要約 種別

⑯ 治水
上下流の治水安
全度のバランス

大崎市
鹿島台

吉田川県管理区間の改修により、下流（大郷、鹿島台、松島町、東松島
市）の流量増加が懸念される。下流の流下能力で受け入れ可能なのかどう
か。

意聴

⑰ 治水 ダム建設の検討 大崎市鹿島台
遊水地の整備だけではなく、吉田川上流のダムの整備も必要なのではない
か。

意聴

⑱ 治水 ダム建設の検討 大崎市鹿島台
遊水地の整備だけではなく、吉田川上流のダムの整備も必要なのではない
か。

投函

⑲ 治水 ダム建設の検討 大和町
吉田川上流のダム建設は必要であると思うので、調査、検討を行ってほし
い。

意聴

⑳ 治水 ダム建設の検討 大和町吉田 吉田川上流のダム建設の計画はないのか。 意聴

㉑ 治水 ダム建設の検討 大衡村 吉田川上流のダム建設の計画はないのか。 投函

㉒ 治水
施設の機能を上
回る洪水の対策

大和町身洗 降雨の激甚化に対して治水上の対策を教えてほしい。 意聴

㉓ 治水 整備の目標
大崎市
三本木

鳴瀬川では整備目標洪水を変更しなくてよいのか。 意聴

㉔ 環境
河川環境の整備
と保全

大和町
吉田川は勾配が緩く、河道を拡幅した場合水温上昇が心配されため対策を
講じてほしい。

投函

㉕ 環境
河川環境の整備
と保全

大和町
吉田川にはホンドキツネが生息しているため、改修の際は保護等の対策を
講じてほしい。

投函

㉖ 維持管理 樹木管理
大崎市
三本木

適切な樹木管理を行い洪水を安全に流下させてほしい。 意聴

㉗ 維持管理 樹木管理 大衡村 適切な樹木管理を行い洪水を安全に流下させてほしい。 投函

㉘ 維持管理 堤防の点検 大和町身洗 堤防が局所的に低くなっている箇所の点検、調査を行ってほしい。 意聴

㉙ 維持管理 土砂管理 大和町落合桧和田 行井堂堰の堆積土砂の掘削を検討してみてはどうか。 意聴

㉚ その他 大和町

整備計画について、河道掘削、築堤、遊水地の整備ついて早急に進めてい
ただきたい。
予算の確保にもみなさん全力で努めていただき、一日も早い工事着手に努
めてただたきたい。

意聴

㉛ その他 大和町身洗
｢委員会から答申を頂いた｣と説明があったが、その委員会には宮城県から
はどなたが出ているのか。

意聴
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※種別：「意聴：地域の方々の意見を聴く場」、「投函：ホームページ・意見募集用紙等」 

No. 分類 意見分類 御意見・御提言の内容（要旨） 種別 

① 治水 遊水地 ここ数年短時間降水量が増えていることを考えると、遊水地は避けて通れない。県道を挟ん 
だ善川左岸を広く遊水地に指定されることを希望する。 投函 

② 治水 吉田川 当面事業では，農業用頭首工綱木堰の改良等を含めた計画なのか。 意聴 

③ 治水 吉田川 高田橋から籠釣橋までの河道整備は，河道の掘り下げではなく，拡幅を行うということか。 意聴 

 ④  治水  吉田川  護岸工がすでにある場所において，川幅の狭い箇所が何カ所か見受けられるが，当該箇  
 所の対応は。 意聴 

⑤ 治水 支川 吉田川本川の影響を考慮した支川の治水対策を検討してほしい。 投函 

⑥ 治水 支川 善川周辺において，一番低い土地・家・地区にも水が溜まらないようなしっかりとした計画を  
お願いする。 投函 

⑦ 治水 支川 味明川・滑川等で冠水被害が頻繁に生じているため，早急に対策を講じてほしい。 投函 

 ⑧  治水  支川  善川の築堤に伴う排水対策を確実に行ってほしい。 意聴 

 ⑨  治水  支川  西川に関して，支障木等の撤去だけでは溢水を防げないのではないか。 意聴 
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※種別：「意聴：地域の方々の意見を聴く場」、「投函：ホームページ・意見募集用紙等」 

No. 分類 意見分類 御意見・御提言の内容（要旨） 種別 

 ⑩  治水  支川  吉田川本川の影響を考慮した治水対策を検討してほしい。 意聴 

 ⑪  治水  支川  吉田川築堤によって支川の排水が困難となるのではないか。 意聴 

⑫ 維持管理  土砂マップはどのように作成するのか。 意聴 

⑬ その他 災害復旧  吉田川について、これまで災害復旧工事の情報が入ってこなかった。随時説明の場を 
 設けてほしい。 意聴 

 ⑭  その他  災害復旧  吉田川の河川改修に一日でも早く着手してほしい。災害箇所の応急対策も早急に 
 行ってほしい。 意聴 

 ⑮  その他  災害復旧  吉田川の災害復旧はいつ行うのか。本復旧前に土のう等で高さを上げられないか。 意聴 

 ⑯  その他  災害復旧  善川の当面の事業内容と事業スケジュールを教えてほしい。 意聴 

 ⑰  その他  災害復旧  嘉太神ダム下流で土砂崩落が起こり堆積している箇所に関して対策を教えてほしい。 意聴 
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