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1 開  会 

【司会】 それでは定刻となりましたので、始めさせていただきます。本日はお忙しいと

ころ、第 12 回一宮川流域懇談会にご出席いただき、ありがとうございます。本日の司会進

行役を務めさせていただきます、千葉県長生土木事務所調整課長の畠山です。よろしくお

願いいたします。 

 さて、会議に先立ち、配付資料の確認をさせていただきます。まず一つ目、懇談会次第、

委員名簿、座席表、それから二つ目、一宮川河川整備計画（原案）に関する資料 1、資料 2、

参考資料、文章発言用の用紙。以上ですが、足りない方はおられますか。 よろしいでし

ょうか。 

なお、本日、一般傍聴される皆さまには、傍聴にあたってのお願い、裏面にご意見・ご

感想などをいただく意見用紙、懇談会資料一式を配付しております。傍聴にあたってのお

願いに記載されている通り、この委員会内では、一般傍聴されている方からのご意見は、

発言こそできませんが、この意見用紙により提出することができますので、ご協力をよろ

しくお願いいたします。また、会議の冒頭を除き、写真撮影、録画、録音等は行わないよ

うにお願いいたします。 

 委員の皆様に申し上げます。本日の会議では、会議議事録作成のための録音と写真の撮

影を行います。また、会議録は県庁ホームページ等において公表しますので、あらかじめ

ご了承をお願いします。 

 それでは、ただいまから第 12 回一宮川流域懇談会を開催いたします。次第に沿って、初

めに千葉県長生土木事務所長の小池よりご挨拶を申し上げます。よろしくお願いします。 

 

2 あいさつ 

【小池（長生土木）】 ただいま紹介をいただきました、長生土木事務所所長の小池です。

委員の皆さまには日頃より本県の河川行政にご理解、ご協力をいただいておりますことに

対し、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。また、座長の石川先生には、昨年開催

された懇談会において議論のとりまとめ、それから会議の方向性を示していただき、また

各方面でご活躍の先生方におかれましては、専門的かつ貴重なご意見を述べていただくな

ど、一宮川の整備計画策定に尽力いただき、まことにありがとうございます。 

 さて、当懇談会は昨年 10 月に第 2 回の会議を開催し、委員の皆様のご意見をいただき、

何点か課題を整理することとの条件が付されたものの、一宮川の河川整備計画の原案が了
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承されたところです。県ではこの課題について、国と関係機関と調整を行いながら整理を

し、石川先生のご指導をいただいたうえで、最終的な修正案を作成して、本日皆さまに提

示をさせていただいております。 

このあと事務局から説明をさせていただき、皆様からまたご意見を聞かせていただいた

のちに一宮川河川整備計画（案）として、国土交通省に申請したいと考えております。県

としても、一宮川が今後一層地域の皆さまに親しんでいける河川になるよう努力してまい

りますので、皆様のご協力をお願い申し上げ、私のご挨拶とさせていただきます。本日は

よろしくお願いします。 

 

3 委員の紹介 

【司会】 ありがとうございました。次に、委員の紹介をいたします。時間の関係もある

ので、これから私が名簿に沿ってお名前を読み上げさせていただきます。東京工業大学教

授の石川様です。石川様には、一宮川流域懇談会規約第 3 条の 4 により、座長をお願いい

たします。 

 次に、元東邦大学教授の秋山様です。元千葉県立中央博物館副館長の望月様です。元両

総用水管理事務所長の木島様は、所用により欠席です。茂原市地元代表の北野様です。同

じく茂原市地元代表の庭田様です。一宮町地元代表の堀内様です。同じく一宮町地元代表

の鈴木様です。睦沢町地元代表の中村様です。同じく睦沢町地元代表の石井様です。長生

村地元代表の市東様は、まだお見えになっていません。長柄町地元代表の古坂様です。長

南町地元代表の墨田様です。一宮川種鰻採捕組合長の御園様です。長生村一松内水面漁業

組合の木島様です。松潟土地改良区新理事長の中村様です。茂原市長の田中様です。一宮

町長の玉川様です。睦沢町長市原様の代理で、副町長の宮﨑様です。長生村長の小髙様で

す。長柄町長の清田様です。長南町長の平野様です。以上で、委員の方々の紹介を終わら

せていただきます。なお、事務局については、配付している座席表にて紹介に代えさせて

いただきます。 

 次に、座長挨拶です。石川座長より、ご挨拶をいただきたいと思います。座長、よろし

くお願いいたします。 

 

4 座長あいさつ 

【座長】 本日はお忙しい時期にお集まりいただき、ありがとうございます。一宮川流域
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懇談会も今回で 12 回を数えますが、前回の皆様のご意見をもとに県が国と協議したうえで

修正した河川整備計画について、今日最終確認を行う運びとなりました。 

 この計画は、一宮川洪水対策を実現するための一つの節目であり、また今後の工事の出

発点となるものです。そこで、元来の国の規定だと、前回の懇談会のあとは国と県で協議

して計画を策定しておしまいということになっているところを、皆様の意見がどのように

計画に反映されているかということをご確認いただくために、もう一回懇談会を開くこと

にさせていただきました。 

 ところで洪水対策というものは、県が河川の事業をやればそれで終わりというものでは

なく、特に二つの要素が不可欠です。一つは、市町村が行う下水道事業のような内水対策

であり、もう一つは流域住民の協力による地域一体となった流域対策です。そこで今日は、

今後の下水道事業あるいは流域対策がどのように展開されるだろうかということについて

も、議論をしたいと考えております。 

ぜひ活発なご議論をお願いしたいと思います。よろしくお願いします。 

 

5 議  事 

【司会】 石川座長、ありがとうございました。次に、議事に入りたいと思います。議事

の進行は、懇談会規約にしたがい、石川座長にお願いいたします。座長、よろしくお願い

いたします。 

【座長】 それでは、まず一宮川水系河川整備計画（原案）、前回、概略はご説明いただき、

大筋了解をいただきましたが、そのご意見にしたがって修正したものについて、県からご

説明をいただきたいと思います。 

 

5-1 一宮川水系河川整備計画（原案）について 

【田村（河川整備課）】 千葉県県土整備部河川整備課企画班長をしている田村と申します。

私から配付している資料 1 二級河川一宮川水系河川整備計画（原案）及び参考資料につ

いて説明させていただきます。座って説明させていただきます。 

 河川整備計画（原案）については、昨年 10 月に開催した今年度 2回目の流域懇談会にお

いて意見を早急にまとめ、それを委員の皆さまにお送りし、見ていただいたうえで了承す

るということになっていましたが、修正内容について丁寧に説明させていただきたいとい

うことから、本日 3 回目の懇談会を開催させていただくことになりました。 
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 これからの説明の仕方ですが、河川整備計画（原案）の説明について、資料 1の原案の

ページに沿って、資料 2 として配付している前回の流域懇談会にて提示した原案に対する

主な修正箇所について、順番に進めさせていただきます。 

 先に資料 2を見ていただきたいのですが、一番左側の 1 列目、No.が、このあと前のスク

リーンに整備計画（原案）を映しますが、こちらの中の赤い四角と丸数字 ①、②と出て

きますが、これが対応しております。2列目の修正箇所が、ページと行数を書いています。

3列目が修正内容の要旨を書いています。4列目が前回の流域懇談会での意見を反映したも

のなのか、国との協議によるものなのか、関係部局からの意見によるものなのかというこ

とを記載しております。 

 それでは、資料 1 で順番に説明させていただきます。初めに 1 番です。資料 1の表紙を

めくっていただいて、裏面の目次をご覧ください。2.の河川整備の現状と課題について（1）

治水、（2）河川利用、（3）環境について新たに章を作成しました。これは、国との協議に

よる修正です。この部分の原案の修正箇所を読み上げます。（1）治水の現状と課題、（2）

河川利用の現状と課題、（3）環境の現状と課題が追加になっております。これについては、

過去の主な水害被害や津波対策について、内容を充実させたことに伴い、章を作成し、わ

かりやすくしました。内容については、のちほど 5番のところで説明いたします。 

 次に No.2 になります。1 ページの 13 行目をご覧ください。こちらには地形の概要が書

いてありますが、中流～下流区間では、土砂が堆積しやすい旨を追加しました。これは前

回の意見を反映したものです。これも読み上げます。「このため、中～下流区間では、上流

山間部から流出した土砂が堆積しやすい」。これについては一宮川流域の地形の特徴として、

中流から下流区間では堆積土砂の撤去等が今後も必要となることから、土砂が堆積しやす

いという状況の記載を追加したところです。 

次に 3番です。1 ページの 15 行目をご覧ください。九十九里地域の特徴である地盤沈下

の現状について、追記しました。これも前回の意見を反映したものです。こちらも読み上

げます。「九十九里地域では、天然ガスかん水のくみ上げ等により地盤沈下が発生し、昭和

40 年代半ばには、年間の沈下量が 10cm を超える地点が見られた。このため、県では天然

ガス採取企業との間で『地盤沈下の防止に関する協定』を締結し、天然ガスかん水の地上

排水量の削減指導等地盤沈下対策を実施した。その結果、沈下量は減少しているものの、

依然として年間 2cm 程度の沈下が広域的に見られる地域がある」。これについては、地盤沈

下は九十九里地域の特徴であり、規制により、過去のような極端な地盤沈下は見られない
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ものの、一宮川流域においても依然として継続している状況であることから、河川管理施

設の維持管理にあたっても注意が必要なことから、現状の認識として記載しました。 

次に 4 番です。2 ページをご覧ください。河川整備計画の対象区間、県管理区間がわか

るよう、流域概要図を掲載しました。これは、国との協議による修正です。河川整備計画

には、維持管理についても記載されます。維持管理は県管理区間全域が対象となります。2

ページの図では、青い太い線が県管理区間を示しております。 

次に 5 番です。4 ページから 5 ページをご覧ください。これは最初に説明した、目次に

追加した部分になります。過去の主な水害について、過去の水害写真や洪水被害の概要、

降水量や被害規模を追記しました。これは、国との協議による修正です。4 ページの写真

は、過去の水害発生時の写真です。中段の写真は、茂原市長清水地先における一宮川本川

の、下段の写真は茂原市役所から見た豊田川の、いずれも平成 25 年 10 月の台風 26 号によ

る増水状況です。 

5 ページをご覧ください。上段は過去の主な浸水被害の概要です。この中の発生時期を

見ると、やはり台風シーズンの 9 月が多いことがわかります。のちほど流域対策における

水田の活用等を説明しますが、稲刈りが終わった 9月以降は、水田の遊水力を有効活用す

ることにより、浸水被害の軽減が期待できるのではないかと思われます。下段の平成 8年

9 月と平成 25 年 10 月の浸水区域については、第 1 回の流域懇談会でもお示ししておりま

すが、平成 8年 9月の浸水区域の中に、平成 25 年 10 月の浸水区域が発生している状況を

示している図となっております。 

次に 6 番です。6 ページの 2 行目をご覧ください。一宮川流域の地形の特徴などによる

洪水被害に対する課題について追記しました。これは前回の意見を反映したものです。読

み上げます。「一宮川流域では、近年の急激な市街化により流域の保水と遊水能力が低下し、

雨水が短時間で河川に流入するようになっている。また、かつて洪水の氾濫原であった低

地での開発は遊水面積を減少させるとともに、直接的な水害を増大させている。特に 4支

川を合流し河床勾配が 1/1000 程度から 1/3000 分へと緩くなる一宮川中流区間の茂原市市

街地においては洪水被害が発生しやすく、浸水被害も増大するようになった。更に、低地

部では、継続的な地盤沈下により河川への排水が困難となり、内水被害が増加している」。

これについては、現状に記載した地形の特徴や地盤沈下の状況を受けて、水害被害が発生

しやすい状況や、内水被害が増加していることを課題として記載しました。 

次に 7 番です。6 ページの最下段をご覧ください。こちらには、過去に実施した主な事
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業を追記しました。これは国との協議による修正です。左の表が、一宮川本川にて過去に

実施した事業、右の表が支川にて過去に実施した事業となっております。 

次に 8番です。7 ページをご覧ください。平成 23 年 3 月の東北地方太平洋沖地震に伴う

津波被害について追記しました。これは国との協議による修正です。読み上げます。「【津

波被害】平成 23 年 3 月の東北地方太平洋沖地震に伴う津波が九十九里沿岸にも甚大な被害

を及ぼしたが、一宮川においても津波の河川遡上による浸水が発生している。津波は、早

野橋付近（河口から 13.6km 地点）まで遡上し、一宮町では最大 1.0～1.5m、長生村では最

大 0.5m 程度の浸水が見られた。その結果、一宮町では建物半壊 17 棟、床上浸水 30 棟、床

下浸水 28 棟の被害が発生した。そのため、地域づくりと整合を図りながら堤防等河川管理

施設の整備等を行うことが急務となっている」。中段の写真は、新一宮橋から上流に向けて

津波が遡上している状況です。下段の図は、一宮川河口部周辺の浸水状況を示したもので

す。一宮川河口部における津波高さの資料がないため、浸水深により津波の規模を説明し

ております。 

次に 9番です。8ページの 9 行目をご覧ください。「日本重要湿地 500」、「モニタリング

サイト 1000 シギ・チドリ調査」のコアサイトに選定されていることを追記しました。これ

は、県環境部局からの意見を反映したものです。読み上げます。「一宮川の河口部に形成さ

れる干潟は日本有数のシギ・チドリ類の渡来地となっており、春や秋の渡りの時期にはミ

ユビシギ、メダイチドリなどのシギ・チドリ類、冬季にはスズガモ、ヒドリガモなどのカ

モ類が多数飛来し、環境省の「シギ・チドリ類渡来湿地目録」、「日本の重要湿地 500」、「モ

ニタリングサイト 1000 シギ・チドリ調査」のコアサイトに選定されている」。 

次に 10 番です。9 ページ中段をご覧ください。写真を、特に重要な種に限定しました。

また河口部だけではなく、上流域を含めた代表種の表を追記しました。これは国との協議

による修正です。特に代表的な種として掲載する写真は、魚類ではマハゼ、底生生物では

クロベンケイガニ、鳥類ではミユビシギ、植物ではヨシとしております。表の右側の欄で

すが、事前配付資料では「松潟堰～上流」としていたところを「松潟堰～三途川」に修正

をさせていただいております。 

次に 11 番です。10 ページ上段をご覧ください。河川整備計画の対象区間を表のみで整

理しました。また、流域概要図は 2 ページに記載しました。これは国との協議による修正

です。計画の対象区間としては、本川延長約 30.3km 及び６つの一次支川、１つの二次支川、

３つの三次支川を合計した、約 97.2km の一宮川水系すべての法河川区間となります。前回
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の河川整備計画（原案）でこちらに記載していた流域概要図は、2 ページに記載しており

ます。 

次に 12 番です。10 ページの 9 行目をご覧ください。計画の目標に関する記述について、

修正しました。また、年超過確率 1/10 について、注釈を 11 ページに追記しました。これ

は前回の意見を反映したものです。読み上げます。「洪水による災害の発生の防止または軽

減に関しては、県内他河川との整備水準のバランス、土地利用と降雨や洪水の傾向等を総

合的に勘案して、年超過確率 1/10 の規模の洪水を計画高水位以下で流下させることを目標

とする」。 

注釈について、11 ページの中段をご覧ください。こちらが年超過確率 1/10 の注釈の内

容です。読み上げます。「年超過確率 1/10：これまで蓄積した降雨資料を用いて確率処理

を行った結果、平均して 10 年に 1 度はその規模を超える洪水が発生する場合、年超過確率

1/10 という。一宮川では、昭和 48 年から平成 25 年までのデータを処理した結果、年超過

確率 1/10 の降雨は 1時間 48mm、6 時間 127mm、24 時間 219mm である」。計画規模の表現と

しては、たとえば平均して 20 年に 1 度はその規模を超える洪水が発生する場合は 1/20、

平均して 50 年に 1 度はその規模を超える洪水が発生する場合は 1/50 といいます。一宮川

の場合は計画規模を、1/10 としております。 

次に 13 番です。10 ページの 12 行目をご覧ください。計画規模を上回る降雨による洪水

について、総合的な治水対策の必要性について追記しました。これは前回の意見を反映し

たものです。読み上げます。「気候変動に伴い、計画規模を上回る降雨による洪水への対処

も今後重要になる。そこで、関係機関や流域住民との連携を図り、保水・遊水機能の保全

および活用に配慮した総合的な治水対策の推進により、特に、人口・資産の集中した中流

区間の浸水被害の軽減を図る」。これについては、過去 50 年における降雨量の変化につい

て、参考資料の 13 ページに記載しております。後ほど説明しますが、ここでは一宮川の治

水計画において重要な 6 時間雨量、24 時間雨量については、増加傾向は見られないことが

わかります。また、流量の算定にあたっては、将来の気候変動に伴う降雨量の増加の可能

性等は見込まないことから、計画規模を上回る洪水への対処として、総合的な治水対策が

重要であることを記載しました。 

次に 14 番です。10 ページの 15 行目から、11 ページの 5 行目をご覧ください。津波対

策に関する記述を修正しました。これは国との協議による修正です。読み上げます。「発生

頻度が高く大きな被害をもたらす『計画津波』に対しては、災害から人命や財産等を守る
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ため、海岸施設と堤防等河川管理施設を一体的に計画・整備する。また、計画津波を上回

る津波に対しても、破壊、倒壊するまでの時間を少しでも長くする、あるいは全壊に至る

可能性を少しでも減らすといった減災効果が発見できるよう、粘り強い構造の河川管理施

設とする。津波遡上区間においては、浸水防止のための水門、樋門等の操作にあたり操作

員の安全を確保するため、遠隔操作化や自動化等を図る。地震動や液状化の影響により、

水門・樋門等の倒壊や堤防の沈下・崩壊・ひび割れ等、河川管理施設が被災するだけでな

く、地震後の洪水及び津波により、二次災害のおそれがある。そこで耐震性能を確認し必

要に応じて耐震対策を実施する」。ここに出てくる「計画津波」については、一宮川では東

日本大震災に伴う津波を想定して津波対策を計画しております。 

次に 15 番です。11 ページの 6 行目をご覧ください。計画規模を超過する洪水、津波や

高潮に関するソフト対策について整理しました。これは前回の意見を反映したものです。

読み上げます。「整備中における施設能力以上の洪水、津波や高潮、あるいは計画規模を超

過する洪水、津波や高潮により、浸水のおそれがあることを住民が理解し、警戒時、災害

時に円滑かつ迅速な避難が行えるよう、情報伝達体制を整備し警戒避難体制の充実に努め

るとともに、ハザードマップ作成の支援や防災意識を高める取り組みを行うなど、沿川自

治体や住民等と連携して被害の軽減を図る」。これについては、浸水被害を軽減するにはハ

ード対策だけでは万全ではなく、日頃から沿川自治体や住民が防災意識を高めるソフト対

策が重要であることを整理しました。 

次に 16 番です。12 ページの 10 行目をご覧ください。河川改修にあたり、環境に配慮し

つつ実施することを追記しました。これは前回の意見を反映したものです。読み上げます。

「河川改修にあたっては、既存の澪筋や干潟の保全に努めるとともに、周辺環境に配慮し

つつ実施する」。 

次に 17 番です。13 ページの 7 行目をご覧ください。河川工事の目的に、津波対策を追

記しました。これは国との協議による修正です。読み上げます。「また、津波による災害の

軽減を図るため、計画津波による越水を防止することを目的として河川工事を行う」。 

次に 18 番です。14 ページの 4 行目をご覧ください。津波対策工事の概要を追記しまし

た。これは国との協議による修正です。読み上げます。「また、津波遡上区間においては、

計画津波を堤防から越水させないものとする」。 

次に 19 番です。14 ページの最下段をご覧ください。計画高水流量配分図の施工区間を

わかりやすく修正しました。これは国との協議による修正です。維持管理については、県
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管理区間すべての支川を含めた範囲が対象になりますが、計画規模の高水を計画高水位以

下で流下させるために必要となる河川の改修を行う範囲として、今回河川整備計画に位置

づける区間が赤で着色した部分となります。なお、これは模式図であり、第二調節池を増

設する位置や右岸、左岸どちらの護岸を改修するかは今後検討することとなります。 

次に 20 番です。16 ページから 17 ページをご覧ください。代表断面図を修正しました。

これは国との協議による修正です。16 ページの断面図をご覧ください。治水断面及び環境

に配慮した河川改修代表断面図のイメージです。上段の松潟堰から瑞沢川合流点までと中

段の瑞沢川合流点から阿久川合流点までの区間は、用地買収により川幅を拡幅し、流下能

力を向上させることとしています。下段の阿久川合流点～豊田川合流点の区間は、片側の

護岸を立てることによって流下能力を向上させることとしております 

17 ページをご覧ください。この断面図は、津波対策を行う河口から中之橋までの区間の、

河道改修代表断面イメージです。この断面図は、河川整備計画において津波対策として施

工する部分を示したものであり、護岸の構造等については、詳細な設計の中で検討されま

す。なお、いずれの区間においても、工事にあたっては既存の澪筋を極力保存することや、

水際部のエコトーンを創出するなど、環境に配慮しつつ行うこととしています。 

次に 21 番です。18 ページの 9 行目をご覧ください。イ、調節池に関する情報発信やモ

ニタリング等について追記しました。これは前回の意見を反映したものです。読み上げま

す。「イ.洪水時における調節池の雨量・水位を情報発信するとともに、モニタリングを行

い、調節効果を評価して必要な措置を講じる」。これについては、雨量・水位の情報発信に

ついては、参考資料 3に記載していますので、後ほど説明いたします。 

次に 22 番です。18 ページの 27 行目をご覧ください。キ、地盤対策について追記しまし

た。これは、前回の意見を反映したものです。読み上げます。「キ.地盤沈下による河川管

理施設への影響については、モニタリングの結果を関係機関と情報共有し、必要に応じて

対策を実施する」。これについては、地盤沈下の状況については、県環境部局が定期的に観

測を実施し、結果が公表されています。閲覧方法については、参考資料 3 に記載している

ので、後ほど説明いたします。この観測結果や河川管理者が行う河川管理施設の測量等の

結果により、必要に応じて対策を実施することを記載しました。 

次に最後になりますが、23 番です。19 ページの 16、17 行目をご覧ください。ア、イの

流域対策について、より積極的な記載にしました。これは前回の意見を反映したものです。

読み上げます。「ア.水田や山林等による流域の保水・遊水機能の保全や活用、イ.農業用た
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め池の活用や、公共施設等での雨水貯留浸透施設の設置等による雨水流出抑制の推進」。こ

れについては、浸水被害を軽減するためには流出する量の抑制や流出のタイミングを遅ら

せることなどにより、河川を流れる洪水のピーク流量を減らすことが重要です。そのため

に、流域対策として河川管理者以外の者が積極的に取り組むべき内容として追記しました。 

以上が、一宮川水系河川整備計画（原案）の主な修正箇所です。ただいま説明した主な

修正箇所以外にも、全般にわたって文章の手直し等を行っております。 

続いて、参考資料について簡単に説明させていただきます。参考資料をご覧ください。

1、2、3 と三つつけていますが、まず参考資料 1 をご覧ください。前回の流域懇談会にお

ける発言要旨と事務局見解です。右の欄の事務局見解の中で、細い字はその場での発言内

容、太い字はその後の対応内容となっています。 

申しわけありませんが、この中で 1 カ所訂正をお願いいたします。左の下から二つ目の

四角の発言要旨、温暖化の影響等という四角になりますが、この 2 段落目、「拡げることだ

けではなく、掘ると言う子も考えたり」となっていますが、「拡げることだけではなく、掘

るという事も考えたり」と訂正をお願いいたします。 

次に、参考資料 2 をご覧ください。治水計画の概要の説明資料です。前回の懇談会で、

治水計画のプロセスについてわかりやすい資料を作成し、委員の皆さんに配付することと

しておりましたので、参考資料として配付させていただきました。内容については、一般

的な治水計画のプロセスと併せ、今回の一宮川の治水計画の内容について、具体的な数字

を用いて説明をさせていただいております。 

この中で、下に振ってあるページで 13 ページをご覧ください。先ほど資料 1 の説明の

中でお話ししましたが、過去約 50 年における降雨量の変化のグラフになります。上が 6

時間雨量、下が 24 時間雨量です。どちらのグラフにおいても、特段増加傾向は見られない

ことがわかります。 

最後に、次の 14 ページ、参考資料 3 をご覧ください。参考情報ホームページ等の閲覧

方法を記載した資料です。一つ目は、資料 1、河川整備計画（原案）の最後の 20 ページ上

段に載せている、一宮川浸水想定区域図の閲覧方法です。流域市町村では、この一宮川の

浸水想定区域図に基づき、洪水ハザードマップを策定しております。 

次に二つ目ですが、これも資料 1 の河川整備計画（原案）の 20 ページ下段に載せてい

る、千葉県における雨量・水位情報の閲覧方法です。ここでは、県内各地の雨量及び河川

や調節池の水位の 10 分ごとの観測結果をリアルタイムで見ることができます。一宮川の調
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節池についても、第一調節池、第二調節池、瑞沢川調節池、阿久川調節池の、すべての 10

分ごとの水位観測結果をリアルタイムで見ることができます。 

三つ目は、前回の流域懇談会において情報提供について意見があった地盤沈下に関する

情報の閲覧方法です。ここには地盤沈下への取り組みや地盤沈下の現況が掲載されており

ます。取り組みでは、地下水採取規制や天然ガスかん水の採取に伴う地盤沈下の防止の取

り組みを閲覧することができます。また、現況では観測結果の年間変動量や 5 年間変動量

などの資料を閲覧することができます。 

一番下の四つ目ですが、県が策定した河川整備基本方針と河川整備計画の閲覧方法です。

一宮川水系河川整備計画も策定されると、ここに掲載され、公表されることになります。 

以上で、一宮川水系河川整備計画の原案及び参考資料についての説明を終わらせていた

だきます。 

【座長】 以上が、前回いただいたご意見と国との協議で出てきた事項を踏まえて、修正

加筆した結果です。河川整備計画というのは、これからの河川の事業のアウトラインを示

しているものなので、具体的にローカルな状況や工事実施の方法については、これにのっ

とって県が考えたものをこれからまた必要に応じてご報告することになります。 

 それでは以上の内容について、ご質問、ご意見を受けたいと思います。何かありますか。

どうぞ。 

 

5-2 一宮川水系河川整備計画（原案）に関する質疑 

【鈴木（一宮町）】 参考資料の 3、先ほど 13 ページをということでご説明いただきまし

たが、過去約 50 年における降雨量の変化で、6 時間雨量と 24 時間雨量と二つあります。

特段増加傾向は見られませんと赤字で書いてありますが、私にはどうしてもそう思えなく

て、頻度が増えています。そうすると私の頭の中では、どうしても積算量ということで考

えたくなってしまいますが、そのへんのことを伺いたいです。 

年ごとの積算量を出して、比較したいと思います。そうすれば、増加傾向は見られない

という言葉がどうなるのか、ちょっと関心があります。それから、このグラフから今後の

降雨量のシミュレーションのようなものは考えていらっしゃるのかどうかということです。 

あと、10 月の懇談会のあと、潮位上昇が 82cm になると発表がありました。それについ

て、私は河川の計画の概ね 20 年の中に 82cm というのをぜひ入れてほしいなと思っていま

した。それについて、実際は 82cm を考慮されているのかどうかというところをうかがいた
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いのと、あと河川の水位等のモニタリングについては、監視カメラが設置されるのかどう

か。そのへんも伺いたいと思います。以上です。 

【座長】 ありがとうございます。それではまず、この外力の評価です。降雨の増加傾向

と潮位の上昇というものをどう考えるかということについて、何か検討しておられればお

願いします。 

【田村（河川整備課）】 河川整備課の田村です。いま質問があった年ごとの積算量が増え

ているのではないかというお話がありましたが、河川の計画にあたっては特にこの一宮川

ではいま 13 ページでお示ししている 6 時間雨量、24 時間雨量という点で計画をしており

ます。その中では、積算量は年間の総雨量ということなのかもしれませんが、年間トータ

ルの量については、特に河川の計画上は考慮しておりません。 

 今後のシミュレーションについてということですが、先ほど説明させていただいたよう

に、計画にあたっては過去の降雨の実績を評価して今回は年超過確率 10 分の 1 ということ

ですが、過去のデータをもとに計画していて、今後の気候変動等に伴う増加の恐れがある

のではないか。そのへんの増加については、見込んでおりません。 

 潮位の上昇についても、過去の潮位の観測記録、その中には特に異常潮位というか、高

くなったという観測結果もあるかと思いますが、そういうものをすべて含めた過去の観測

結果をもとに基準となる潮位を決めているので、将来の潮位の上昇の予測というものは特

に見込んでおりません。 

【座長】 それから、調節池のモニタリングの件ですね。 

【五十嵐（河川環境課）】 最後のほうで、河川の水位を監視するカメラですが、言ってい

ることは津波遡上の話と洪水の監視ということがあると思いますが、洪水の監視所はいま

主要な地点として早野地点、金田地点に水位計を設置していて、それによって状況は把握

できるということで、水位を監視するカメラというものについては現在考えておりません。 

【座長】 鈴木さんから指摘のあった最初のほうの項目、降雨量と潮位ですが、これは実

は全国的な問題です。ある一つの川だけ基準を変えてやり方を変えて外力を評価するとい

うことは、認められません。ある川だけ安全度を上げて、ほかの川はそのままということ

はありません。 

 これについては、国土交通省が今後どのように基準を考えていくかということによりま

す。もし外力、つまり降雨や潮位が変化することによって河川の安全度が落ちるという場

合、現在 10 年に 1回ぐらいはそれを超えることがあるという基準で一定の方法で計算して
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いますが、それが実質的にたとえば 9年にいっぺんぐらいは起きることがあるということ

が生じるとした場合、日本全国でそれを受け入れることになります。 

 ということで、この川だけ特別に何か方法を考えているということではなく、全国的な

基準でもって安全度の評価をしたうえでいま決めているということで、あとはこのグラフ

にでこぼこがたくさんあるので、それをどう評価するかということになります。それにつ

いては、このぐらいの年限の変化で、統計的な意味で優位な差を評価することは不可能で

す。もっと長い期間の変化、たとえば明治時代からずっと見てどうかというぐらいであれ

ば評価することが可能ですが、その期間のデータはないということです。 

 よろしいでしょうか。ほかにございますか。お願いします。 

【堀内（一宮町）】 一宮町の堀内です。私は河口、海に近いところに住んでいるので、全

体の流域の問題ではないかもしれないが、津波の問題について、一つ質問方々、要望を申

し上げます。 

 10 ページの下から 5 行目あたりから、津波のことが書かれています。ここに「発生頻度

が高く大きな被害をもたらす「計画津波」という表現があるのですが、これではどういう

津波のことを言っているのかがわかりません。何回かこういう会議に出ていればある程度

の判断はつきますが、これは小さくてもいいので注釈をつけてほしいと思います。 

 そのあと、ちょっと読ませていただきますが、「災害から人命や財産等を守るため、海岸

施設と堤防等河川管理施設を一体的に計画・整備する」と書いてあります。「災害から人命

や財産等を守るため」ということのために、後ろの「計画・整備する」というのは直接的

に文脈としてつながっていなくて、ここは少なくとも、「計画津波」に対しては越水という

か、水がともかく溢れないことをやるんだという記述がないと、意味合いが通じません。 

 同時に、海岸と河川管理というのはいままでわれわれは別に理解してきました。上流か

らの水、洪水というのと海岸等の管理が当然違ってきたので、たぶん長生土木、整備セン

ターもそういうかたちで管理なさってきたと思いますが、これを見ると今後一つのセクシ

ョンでこういう計画・整備をするようになるのかどうか。 

 ちょっと問題が分かれましたが、その二つのことについてご説明をいただきたい。 

【座長】 それではまず「計画津波」の定義について、これは国で定義しているので、注

釈をつけるということは可能ですよね。具体的にどういうものかということを簡単にご説

明いただけますか。 

【田村（河川整備課）】 簡単に言うと、頻度が高く大きな被害をもたらすということで、
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津波でもいろいろな規模がありますが、その中でハードで防ごうという部分になります。

これについては、数十年から百数十年に一度発生する恐れのある津波を想定して、それを

「計画津波」として高さを計画するものになります。先ほど説明の中で言わせていただき

ましたが、一宮川の計画津波については東日本大震災に伴う津波を想定して、計画を立て

ております。 

【座長】 次に、14 番の文章の 1、2 行目、10 ページの下から 3～4 行目ですが、越水を生

じさせないとか、具体的な言葉がなければいけないのではないかということですが。 

【田村（河川整備課）】 たしかに越水をさせないようにそこまで堤防を高くするという趣

旨ですので。 

 すいません、資料 1 の 13 ページをご覧ください。越水をさせないという目的で整備をす

るということが書いてあります。また、「津波による災害の軽減を図るため、『計画津波』

による越水を防止することを目的として河川工事を行う」。「越水を防止する」という言葉

が記載されていますが、記載方法については検討させていただきたいと思います。 

【座長】 これが 10 ページに出てきて、また 13 ページに工事の目的として出てくるとこ

ろで文言を調整しているようですが、ちょっと前後のつながりというか、バランスを考え

てわかりやすく。これからもそういう文言の修正は可能ですね。 

【田村（河川整備課）】 意見を参考に、文言の修正を検討したいと思います。 

【座長】 この「計画津波」というのは、国で津波対策の段階を規定する中に出てくる言

葉で、これについては堤防等のハードの施設で防ぐと決められているので、もう越水をさ

せないということで、国として決めております。ですから、それをいかに明確に書くかと

いうことをちょっと検討いただきたいと思います。 

【田村（河川整備課）】 わかりました。 

【座長】 ほかにございますか。お願いします。 

【宮﨑（睦沢町）】 少し細かなことで大変恐縮ですが、5ページをご覧になっていただけ

ますでしょうか。一番上の表の、過去の主な浸水被害の概要ですが、昭和 46 年 12 月とご

ざいますが、私の記憶では昭和 47 年の 12 月ではないかと思いますが、いかがでしょうか。

また、こちらの資料にはそのように載っているのですが、どちらが正しいのか、確認をさ

せていただきたいと思います。 

【田村（河川整備課）】 ちょっと確認をしてからお答えさせていただきます。すみません。 

【座長】 これは一応河川整備計画で、最終的に公式文書でずっと残るものですから、間
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違いがあるといけません。点検をお願いします。ありがとうございます。 

【田村（河川整備課）】 確認をさせてください。 

【座長】 ほかにございますでしょうか。どうぞ。 

【玉川（一宮町）】 一宮町ですが、整備計画そのものの内容ではありませんが、その関連

で確認ということでお願いしたいと思います。 

 一宮川の下流にいま中州がありますが、地元の方の協力をいただいてほとんど了解いた

だいていますが、海外にいる方や全国に散逸している方についてはなかなか確認をとって

了解をいただくのが実際問題難しいということで、最終的には土地収用法によって処理し

なければならないと聞いております。地元の地権者と県の間の協議によれば、この整備計

画ができることを前提にして土地収用法の手続きが進んでいきますが、それによると平成

30 年と一応示されていますが、それについては今回この計画ができあがれば、スケジュー

ルについてはそういうかたちで進んでいくと考えていいのかどうか、ちょっと確認させて

いただきたいと思います。よろしくお願いします。 

【座長】 いかがでしょうか。実効性について、特に土地収用が問題になりますが。 

【田村（河川整備課）】 土地収用にあたって、いま議論していただいている法定計画が策

定されると、収用法の手続きになる事業認定が進められることは認識していますが、30 年

というのはどういうところですか。 

【玉川（一宮町）】 これは地元の地権者の団体からいただいたのですが、担当課と協議を

して完成目標時期が平成 30 年 3 月というかたちで、一応地権者には示されているというこ

とで、おそらく県の用地課の担当でしょうか。 

 ここに、河川整備計画の策定状況によっては予定時期は変更される可能性がありますと

書いてあるので。 

【座長】 今ご覧になっているのは、どの部分ですか。配られている資料ではなく、別の

何かですか。 

【玉川（一宮町）】 違います。地権者と土地収用というか、現在中州を担当しているセク

ションとの打合せの資料を見せてもらったのですが、これを見ると事業認定の申請が平成

28 年というかたちになっていますが、その前にこの計画ができないといけないでしょうか

ら、いまやっている整備計画ができあがって、それからということだと思いますが。 

【小池（長生土木）】 中州の用地買収については、現在も鋭意進めているところです。非

常に難しい地権者がおられるということで、収用法もこれから視野に入れていくというこ
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とで、整備計画が国から同意をいただいた段階で次に事業認定がかけられますから、その

整備計画の策定後ということで、具体的に 28 とか 30 という話は、その結果によってまた

変わってくるということです。もしあれでしたら、後ほど用地の関係については詳細に改

めて説明はさせていただきたいと思います。 

【座長】 ご指摘をどうもありがとうございます。こういう河川の整備は全体がつながっ

て初めて効果があるので、一カ所だけボトルネックがあるだけで効果が非常に薄れます。

そういった具体的な進行について、いずれまたご報告をいただくことになるかと思います。

よろしくお願いします。 

 ほかにございますか。どうぞ。 

【田村（河川整備課）】 すいません、先ほどのご指摘で、資料 1 の 5 ページの過去の主な

浸水被害の概要の上から 3段目、昭和 46 年 12 月と記載されていますが、ご指摘のとおり

こちらは昭和 47 年 12 月ということで、大変申しわけありません。訂正させていただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

【座長】 どうもありがとうございました。ほかにございますか。どうぞ。 

【庭田（茂原市）】 今日の資料と直接関係ないと思いますが、冒頭に先生が洪水対策はハ

ードのほかにソフトが必要だという話をされましたが、ソフトの対策をやるためにはやは

り住民と県と市町村の協力が必要だと思います。ハードの一部になるかと思いますが、ま

ずはゲリラ豪雨のような異常事態を的確に検知するよと。これは市町村や県がやるのでは

なく、ほかのところの協力を得てやることもあると思います。 

 その検知した内容を信頼できるかたちで協力者に連絡することが大事だと思いますが、

そういう意味では洪水防止という面からは、私としては今日の資料のほかにこういうソフ

ト的な対策の面もぜひ加えていただきたいなという要望ですが、いかがでしょうか。 

【座長】 それは、詳細を河川整備計画に盛り込むというよりは、河川整備計画の中では

そういうソフト対策も考えていくという概括的な文言がどこかにありますよね。どこだか

わかりますか。 

【田村（河川整備課）】 資料 1 の 19 ページの 5、河川の総合的な整備のために必要な事

項の（1）エ、水防体制の充実、洪水・津波ハザードマップ作成及び警戒避難体制の確立に

ついて、河川管理者と市町村や住民がパートナーシップを築いて取り組んでいくことが記

載されていますが、具体的なことについてはこの中では今後取り組んでいくということに

なります。 
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【座長】 たとえば、具体的にどういう地点でモニタリングをするとか、どういうかたち

で情報を提供するというようなことまでは、基本の計画の中には記載しませんが、先ほど

参考資料 3 のあたりで現状このようになっていて、こういったものをこれから充実させて

いくという方向であるということです。 

 よろしいでしょうか。こちらでどなたか。では、よろしくお願いします。 

【御園】 一宮の御園です。私ごとになるかもしれませんが、一宮川のかもめ橋のところ

に 83 年生きています。もう 3 年ぐらいになると思いますが、長生土木の方がかもめ橋のと

ころの堤防をかさ上げするということで、地域住民の人たち十二、三軒の人たちしか集め

ないで、ハンコを 5 カ所に押せということで、私はその計画にハンコを押しましたが、そ

の計画が進んでいるかいないか、その概要ぐらいでいいので、いつあそこの堤防護岸はや

るのだということをちょっと教えてもらえませんか。以上です。 

【座長】 今、内容、地点、それから 3 年前にどういうかたちでということをご存じの方

はいらっしゃいますか。 

【小川（長生土木）】 事務局の長生土木の小川といいます。いま御園理事長のお話があっ

た 3 年前の話に関しては、前回の流域懇談会前に御園様のご自宅に伺い、説明させていた

だきました。まずこの津波事業に関し、影響範囲と思われる、河川沿いに隣接している方々

の所有地に対し、境界立ち会いをさせていただいたということで、境界に同意の方々には

ご印鑑をいただいたということがあります。 

 その後に、昨年度と今年度、住民対象の説明会をさせていただいております。今年度も

1 月ですが、工事着工に関しては明確には言えませんが、進めてはおります。いつという

のはここでは言えないのですが、ご了解いただきたいと思います。 

【座長】 今回も、この河川整備事業が認可をもらうために、河川区間のいろいろなとこ

ろで工事の計画と実施と生じていくわけですが、その経過をやはり地域の皆さんに適宜報

告をする、もし工事の内容に変更があるならばそれを伝えていくことは非常に重要なこと

なので、いま私も具体的にどの場所のどういう工事かをあまりよくわかりませんが、3 年

というのは結構長いので、そのへんを土木事務所で円滑に進めるようにしていただきたい

と思います。 

 それでは、今、河川整備計画についていろいろなご意見をちょうだいして、その中には

文言を少し修正するということも含まれていますが、県のほうではその対応は可能ですね。

今後、国との協議の中でこれを正式に決めていくということでご了承いただけますでしょ
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うか。 

【望月】 すいません、1点だけご説明いただければと思いますが、計画の 10 ページの下

から 4行目、「計画津波」に関する部分の、海岸施設という言葉がありますが、これはどう

いうものか、あるいはどういう範囲に設定することを想定しているのかをちょっとご説明

いただければと思いますが。 

【田村（河川整備課）】 この海岸施設については、津波対策については河川だけではなく

海岸についても、特に九十九里沿岸についてはすでに工事を始めているところもあります

が、津波対策としてずっと堤防を整備しております。そちらの海岸の津波対策としての計

画の高さと河川にも津波が入ってくるので、河川で計画する津波高さについても整合性を

図りながらということで、一体的に計画をして、整備もしていくということで、海岸の津

波対策の堤防ということです。 

【座長】 施設という言葉が何なのかがちょっとわかりにくいというので、海岸の分野で

具体的には海岸堤防や前浜を作るとか、それが津波の遡上というか変形に影響を与えます

が、そういったものがすでに計画されているわけですよね。 

【田村（河川整備課）】 高さについて設計されていると。 

【座長】 ちょっとそのあたりですが、この地域では海岸でどういう施設が作られる予定

なのかということがもしわかれば、簡単にお話しいただければ。 

【木村（河川整備課）】 海岸の津波対策について、全体的な話としてお聞きください。現

在、九十九里浜全体で海岸堤防を作っていて、基本的には農林サイドの保安林のかさ上げ、

それから海岸保全施設における既存の堤防のかさ上げというものをいま行っているところ

です。一宮海岸については、保安林施設については土塁型式で上げる。河口部については、

背後地の土地利用状況と、ここは海岸浸食もございまして、詳細な構造についてはこれか

らというかたちになります。 

 高さについても 6m と決まっていますので、それに見合った構造のものをこれから検討し

ていきたいと考えています。 

【望月】 要するに、河川計画としてこれを決めるわけではなく、ほかの部局で決まって

いることと整合性をとるという話ですね。 

【木村（河川整備課）】 そのとおりです。 

【望月】 これだと、河川計画で決めるような意味合いでとられると思うので、文章をち

ょっとお考えいただければと思います。 
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【木村（河川整備課）】 もう少しかみ砕いて、わかりやすい文章に訂正したいと思います。 

【堀内（一宮町）】 先ほど私、それを質問しました。返事がなかったのですが、同じこと

でした。 

【座長】 海岸施設「と」と書いてあるので、海岸施設も河川管理施設と同じようにこの

中でやるように読めるということで、具体的には海岸施設と整合するかたちで河川施設を

うんぬんということですよね。 

【木村（河川整備課）】 はい。 

【座長】 そういうことで誤解のないように。 

【木村（河川整備課）】 そこについては、修文を考えます。 

【座長】 どうぞ。 

【秋山】 原案の 4 ページです。これは了承が得られたらホームページに載せる予定です

か。 

【田村（河川整備課）】 正式に策定されたときには、ホームページに載せる予定です。 

【秋山】 初めてこの資料に目を通した方が 4 ページの写真を見ると、一宮川で一番水害

の影響を受けているのは茂原市であるということになりますよね。私のイメージでは、む

しろ河口域なんです。それで、4 枚写真がありますが、2 段目と 3段目にちょうど 2 カ所ス

ペースが空いていますね。ここに一宮川の河口域の被害の写真を入れたらいかがでしょう

か。 

 たぶん、探したけれどもなかったのだと思います。私が全部写真を撮ってありますので、

胴長で胸まで水の中に入って撮っていますので、必要なら提供します。 

【座長】 たしかに、写真の地域がやや偏っている。もし可能であれば。 

【田村（河川整備課）】 委員から写真を提供いただいて、検討させていただきたいと思い

ます。 

【秋山】 もう 1点、これで最後ですが、ずっと先の話でこの場では決められないと思い

ます。原案の目次に河川整備の現状と課題とありますが、3 項目に分かれています。これ

はたぶん国の方策だと思いますが、利水・治水・環境ですね。 

【座長】 そうです。 

【秋山】 ここに大切なものが欠けていると思います。私の意見ではなく、私に非常にて

いねいに説明してくれた方がいて、この三つに対して歴史・伝統・文化を河川はそれぞれ

持っているわけです。これは石川先生にぜひ、国レベルのこういう集まりがあったら、三
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本の柱ではなく、本当は四本ではないかという意見を言っていただきたい。以上です。 

【座長】 いわゆる河川法の中にこういう区分で記載されているものにのっとって、国が

標準のスタイルを決めています。ただしその中には、いまご指摘のあった河川及び流域の

歴史・文化という文言もあるので、それを項目立てするかどうかというのはまたちょっと

別の話ですが、たとえば 2の（1）、（2）、（3）のどこになるでしょうか、（3）あたりでそう

いう流域の歴史・文化のことを少し触れるかどうかということは、それぞれの河川流域の

状況によると思います。 

そういう例はありますか。歴史・文化というのをこの河川整備計画で触れているという

流域はありますか。 

【田村（河川整備課）】 これまで見た範囲では、その歴史・伝統・文化等について整備計

画の中で記載されているというのは、目にしたことがございません。 

【座長】 ご意見は承りましたので、機会があれば言っておきます。 

【堀内（一宮町）】 12 ページの上から 2 行目にあります。水田域のことは言っていらっ

しゃいます。だけど、そのあと「河川景観の保全を図るとともに、古くからの地域住民と

川との関わりに留意」、このへんにやはり伝統・歴史、そこに住んで来た人たちが作ってき

た文化といったものを、洪水を受けながらどう引き受けていくのか。そういうものもここ

に、少なくとも一宮川の場合は必要だと思います。 

 特に河口に関しては、やはり歴史のあるところです。たとえば、一つだけご紹介すると

斎藤実という総理大臣がいました。あの方が、明治の末から大正の初めにかけて、あそこ

に別荘を作った。それが初めで、100 軒ぐらいの別荘ができました。斎藤実さんは、大正 5

年の大洪水のときに、加納町長から言われて 1000 円の寄附をしています。そういう方も住

んでいらっしゃった。 

 こういうのは、やはり歴史です。それで伝統としては、そこに 100 軒以上、有名な方が

たくさんいました。そういう人たちが住んでいたということも今後、町、川として生かす

べきものです。ぜひ一宮川の河口に関しては、ほかの九十九里の川と違って、河口につい

てそういう歴史・文化・伝統といったものを生かせるような協議をしていきたい。そうい

う構えが必要だと思いますので、事務局でもんでください。 

【座長】 それは検討事項として。というのは、この河川整備計画というのが、いわゆる

河川の整備計画であって、流域の中で何かをするというものは、これも含めたかたちで今

後考えられていく部分になっております。ここでもたとえば、環境という項目も河川の中
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の敷地の環境ということで書かれますので、その外側の歴史・文化の話というのは、全国

のスタンダードの計画の書き方として入れるのはそう簡単ではないと思います。 

 ですから、それは一応検討事項として今回承っておくということでよろしいでしょうか。

それでは、一応この河川整備計画（原案）、現在のものを了承して、あとは県と国土交通省

の協議に委ねるということでよろしゅうございますか。 

（「異議なし」の声） 

 

5-3 今後の工事の進め方などについて 

【座長】 ありがとうございます。それでは次に、今後これに基づいて工事を進めていく

ことになりますが、それについてごく簡単に県からお話をいただきます。これは確定した

ことではなく、具体的にはまたご意見をいただきながら考えていくことですので、とりあ

えず簡単な紹介として、していただきます。 

 そのあとに、最初に私が申し上げたように最終的な洪水対策は下水道のような内水対策

と、流域住民の協力に基づく流域対策が非常に重要なので、それについて少し意見交換を

したいと考えております。では、まずそちらから。 

【田村（河川整備課）】 河川整備課の田村です。私から、今後の工事の進め方について、

短い時間ですが、簡単に説明させていただきます。 

 洪水対策ということで、今回の河川整備計画に位置づけられますが、まず具体的に今後

どんな工事を進めていくのかということになります。まず茂原市街地の上流に位置する第

二調節池の容量の 40 万トン増設及び河口から豊田川合流部までの延長 13.6km 区間におい

て、築堤や掘削等の河道改修を実施します。 

 工事の進め方としては、まず茂原市街地での浸水被害を軽減するため、上流部にある第

二調節池の増設工事を実施します。平成 27 年度から、調査・設計に着手し、その後用地買

収のご協力をいただき、築堤や掘削工事等を実施していく予定です。また、第二調節池の

増設工事の実施と並行して、阿久川合流部のスムースな流れを確保するための河道改修に

ついて検討し、効果的な対策を実施してまいります。 

 河道改修については、現在事業を実施している河口から瑞沢川合流部までの延長 7km 区

間は、拡幅工事を引き続き実施してまいります。この区間が完了後、上流の瑞沢川合流部

から豊田川合流部までの延長 6.6km 区間について工事着手します。瑞沢川合流部から阿久

川合流部までの延長 4.4km 区間は、調査、設計、用地買収ののち、下流から拡幅工事に着
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手する予定です。その後、阿久川合流部から豊田川合流部までの延長 2.2km 区間の片岸の

護岸を立てる工事を実施します。 

 河道改修工事の完了は、整備計画で定めている計画期間である、概ね 20 年後を予定して

おります。これらの工事が完了することにより、計画規模である年超過確率 10 分の 1 の規

模の洪水を計画高水位以下で流下させることができるようになります。 

 次に、今説明した洪水対策について、段階的な整備と水位の関係のイメージを説明いた

します。こちらが現在の施設の状況です。左側が河道断面、右側が調節池を示したイメー

ジです。平成 25 年 10 月の台風 26 号による大雨では、主に茂原市街地において水位が堤防

を越え、浸水被害が発生しました。 

 まず、第二調節池の増設工事を実施します。第二調節池の容量を 40 万トン増設し、合計

110 万トンにします。増設工事が完了することによって、台風 26 号と同規模の降雨による

洪水を現況河道において概ね堤防満杯で流下させることができるようになります。その後、

引き続き河道改修を実施します。端沢川合流部から阿久川合流部は拡幅、阿久川合流部か

ら豊田川合流部は片岸の護岸を立てることにより断面を拡大します。画面は、片岸の護岸

を立てる区間のイメージです。 

 河道改修が完了すると、計画規模の洪水は余裕高を確保した計画洪水以下で流下させる

ことができます。台風 26 号と同規模の降雨による洪水は、堤防天端以下の余裕高の中に収

まります。ただし、内水被害の発生や計画の規模を超える降雨があった場合には、浸水被

害が発生する恐れがあることを忘れないでいただきたいと思います。 

 簡単ですが、以上で今後の工事の進め方について説明を終わらせていただきます。 

【座長】 いまご説明があった手順というのは、河川改修の一般的な順番です。上流から

来る洪水量を減らすというのが、まず最初に考えられるべきで、それがいわゆる調節池を

早く作ろうということです。それから、河道を改修していく手順は、下流側からやってい

くというのが原則で、下流を細いままにして上を拡げると必ず下流で水害が起きるので、

下流から順番にやっていくということです。 

 あと、断面図が出てきましたが、一応いまの段階でこれが最適だろうと思われる標準の

かたちを決めていますが、20 年の計画なので今後いろいろな条件によって変わることはあ

るかもしれませんが、それはその都度、この席でまた皆様に情報をお渡ししてご意見をい

ただくことになろうかと思います。 

 以上、ご紹介ということで、最後に市町村の取り組み、下水道や流域対策についての取
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り組みというのが、洪水対策の中で非常に重要な部分になります。これについて、各市町

村からごく簡単に、現在のお考えをご紹介いただけるとありがたいのですが、まず茂原市

さん、いま内水災害が特にひどいわけですが、内水対策や市が管理している水路などにつ

いて、簡単にお考えをご紹介いただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。 

 

5-4 各市町村における取り組みについて 

【佐久間（茂原市）】 茂原市都市建設部長の佐久間と申します。私から、取り組みについ

てご説明申し上げます。 

 一昨年の台風 26 号に伴う災害を受けて、まず工事については緊急対策として一宮川に流

入する準用河川二つについて浚渫、それから一宮川のかさ上げに合わせた堤防のかさ上げ

を実施いたしました。 

 それから流出抑制の対策については、市内の 5000m3 以上のため池の 23 カ所を対象とし

て、管理者と協定を結び、昨年 8 月から 12 月に水位を下げていただいて、雨水をためられ

るように協力をいただいたところです。また併せて、田んぼでの貯水についても協力して

いただけるよう、農業者の皆さまにお願いをしております。 

 このほかに流出抑制対策として、補助金の交付要綱を制定し、150 リットル以上ためら

れる雨樋取付型のタンク、それから径が 35cm 以上の浸透ますを設置する工事を対象に補助

金を交付することで、市民の皆さまの協力を得ながら流出抑制を図っているところです。

今後については、現在主な内水対策として被害が大きかった地区の水門に内水排除用のポ

ンプの設置を今、検討しているところで、一宮川の改修と整合を図りながら整備をしてい

きたいと考えております。 

 また、河川や排水路の整備だけでは限界がございますので、先ほども話がございました

が、水害に対する備えとして、防災体制、避難情報伝達の見直しの強化を図っているとこ

ろです。茂原市は以上です。 

【座長】 ありがとうございました。 

【玉川（一宮町）】 一宮町です。一宮町は下流なので、平地で河川水位が非常に高いため、

大雨となると浸水の被害があるということで、まず内水対策ですが、一宮川沿いに 11 カ所

のポンプ場を設置していて、ポンプで川に排出するということをしております。大雨のと

きには業者と役場職員を配置して、運転をしております。 

 それから流出抑制ですが、これについては町の中に水田が約 19ha ございますが、この水
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田等が遊水池の役割を果たしています。また、農業用のため池も 20 カ所ございますが、こ

れについては土地改良区にお願いして、大雨が降る前にはそこをまず空っぽにしていただ

いてそこに水をためてもらって、110 万トンを川に流さないように貯水しております。以

上です。 

【座長】 ありがとうございました。いま流出抑制に関連して水田等のお話もございまし

たので、上流部の長柄町、長南町、睦沢町の流出抑制について何か計画があれば、ご紹介

いただきたいと思いますが、どちらから。 

【清田（長柄町）】 では長柄町から。長柄町ですが、一宮川、水上川、豊田川のそれぞれ

最上流に当たる地区です。本町として、降った雨が一気に川へ流出するのを少しでも抑え

て遅らせるという対策をとっております。それとして、いま一宮の町長さんがおっしゃっ

たように、本町には 39 の農業ため池がございます。そういう予報が出てきた際、事前にい

わゆるため池を切る、水を排出させる。そして水利組合等にお願いして、それが一気に下

流部に流れないように少しでも保水をしていくという対策をとるように、地域住民にはご

協力をお願いしております。 

 少しでも排水時間を遅らせて、ずらすということを地域の皆さま方と防災無線、広報等

を通して、お願いに上がっているというところです。 

【座長】 ありがとうございます。それでは。 

【平野（長南町）】 長南町は一宮川に合流する三途川の最上流部に位置していて、その上

流地域における流出抑制対策については、いま長柄町さんがおっしゃったようなため池を

活用している。町内には 68 カ所の農業用ため池がございまして、大雨が予想される前に一

度ため池の水を抜いて、貯水を図るといったようなことを地元自治会あるいは水利組合に

お願いし、協力していただいているというところです。以上です。 

【座長】 ありがとうございます。それでは睦沢町の。 

【宮﨑（睦沢町）】 睦沢町です。本町については、一宮川の支流の端沢川になるわけです

が、南から北へという地形勾配になっていて、長柄町さんと長南町さんと違って、山間部

と下流部の流域、要するに一宮川と端沢川の合流地点ということで、過去にもその合流地

点においては災害を受けております。 

 先ほども申し上げましたが、昭和 45 年、46 年、47 年と 3 カ年連続で受けた経緯もござ

いまして、そういう中で内水排除についても各種補助事業を使って、もちろん土木さんに

お願いしたし、農水省の関係も使って排水機場も設置したりしております。それだけでは
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なかなか対処できないということで、下流域については土地改良整備をしています。当然

のことながら農振農用地区域なので、ご承知のように開発規制になるわけで、そこのとこ

ろは常に洪水時には多少なりとも浸水しているということであれば、自然の調整池になっ

ているというのが現状です。 

 ただ、これだけでは対策にならないので、先ほどもお話がございましたように、上流域

の皆さんと、ちょっと温度差はありますが、やはり過去に本町が大災害を受けたという経

緯の中で、全町民の方々もそのように理解していただいておりますので、用水組合の皆さ

んにお願いして、ため池あるいは河川堰の水位長生のところもお願いしているし、また自

主的にそのへんのことを組合員の方々にやっていただいているということです。 

 今日は地元の代表の中村さんもお見えになっていますが、そのへんについても十分ご理

解いただきながら進めているというのが実情です。以上です。 

【座長】 ありがとうございます。それでは最後になりますが、最下流部の長生村さん、

よろしくお願いします。 

【小髙（長生村）】 私どもは一宮川の河口を持っている最下流です。それこそまだ私が若

かった頃、堤防が決壊して本村の金田地区が大変な洪水になったことがあります。特にう

ちのほうは最下流ですので、村内の内水対策についてお話しさせていただくと、内水排水

は農業用排水路から一宮川へ排水しております。河口部では潮の影響を受けるために、大

雨と満潮が重なった場合は排水ポンプにより内水を排除しております。 

 このことから、既設のポンプを確実に稼働させるため、設備の適切な管理に努めるとと

もに、排水機場が効率よく稼働するよう、内水区域の排水路整備を行っているところです。

しかし、施設整備のみによって家屋や農地の浸水を完全に解消できるものではないので、

内水対策と併せて流出抑制策も必要となっています。 

 具体的な対策としては、遊休農地の適正な管理や小規模開発における流出抑制の指導を

行い、その必要性、大切さの啓蒙に努め、これにより内水域の被害の軽減を図っていると

ころです。以上です。 

【座長】 ありがとうございます。最初のほうの議論で鈴木さんからご指摘があったよう

に、今後降雨や潮位の外力がどう変化するかということは不明確な点がございますが、い

わゆる全国一律の河川事業の中では対処できない問題も含まれています。そういうときに、

全体としての安全度を上げていくためには、いまご紹介があったような内水対策や流出抑

制対策、流域の中で行えることというのを積極的に実施することによって水害を減らして
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いくことで、流域が一体となった対策と河川の事業を有効に組み合わせていくといったこ

とも、県と市町村の間で連絡をとりながら有効に進めていただきたいと思います。 

 それでは時間になりましたので、議事についてはこれで終わりにさせていただいて、あ

と事務局から何かございますか。 

 

6 閉  会 

【司会】 石川座長には、長時間にわたって議事進行をありがとうございました。また委

員の皆様にも貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。 

 連絡事項として、事務局より今後の予定を連絡させていただきます。本日の資料及び議

事内容については、県庁河川整備課、河川環境課、長生土木事務所、千葉県文書館行政資

料室及び関係する市役所、町村役場にて公開させていただきます。また、県庁のホームペ

ージ上でも閲覧できるようにいたします。公開は、議事録の作成作業に時間が必要となり

ますので、平成 27 年 3 月を目途に準備させていただきますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 また、本日発言できなかった意見については、お配りしてある意見用紙に記載のうえ、

郵便もしくはファクスにて受けつけておりますので、1月 30 日までに事務局まで提出いた

だければと思います。 

なお、河川整備計画を策定する手続きとしては、速やかに市町村への意見照会を行った

のち、国に申請し、同意が得られた段階で正式に河川整備計画の策定となります。策定さ

れたら、委員の皆様に送付するとともに、県庁のホームページ上でも閲覧できるようにい

たします。 

石川座長並びに委員の皆様には、長時間にわたって貴重な意見をいただき、ありがとう

ございました。これをもって一宮川流域懇談会を閉会させていただきます。ご苦労様でし

た。 


