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１．開会 

 

〇【司会（千葉土木事務所調整課 古谷野）】 それでは、定刻より若干早いですが、皆様

おそろいとなりましたので、ただいまより第８回都川流域懇談会を開催させていただきま

す。 

 皆様、年度末で御多忙のところをお集まりいただき、まことにありがとうございます。

私は本日、司会進行を務めさせていただきます千葉土木事務所の調整課長をしております

古谷野と申します。どうぞよろしくお願いいたします。 

 まずお手元の資料について確認をさせていただきたいと思います。本日、皆様のお手元

にブルーのフラットファイルをお配りしていると思います。お手元のファイルにとじてあ

りますものを順に確認させてください。まず議事次第が冒頭にございまして、その後に委

員名簿、座席表、資料１～５まで、インデックスつきで綴じさせていただいていると思い

ます。そして巻末に参考資料といたしまして、都川水系の河川整備基本方針を添付してご

ざいます。あとフラットファイルの下に１枚ものの意見用紙を置かせていただいて、一番

下に封筒があると思います。不足等ございましたらお声がけいただければ事務局のほうで

御用意したいと思いますが、いかがでしょうか。大丈夫ですか。それでは、もし後ほどま

たお気づきの点がございましたらお声掛けいただければと思います。 

 傍聴されている方がいらっしゃいますので、一般傍聴される皆様方におかれましては、

流域懇談会の傍聴要領、あと御意見、御感想などをいただく意見用紙、それと懇談会資料

一式を配布させていただいております。この懇談会では、懇談会中は御発言できませんが、

意見用紙により提出することができますので、よろしくお願い申し上げます。 

 なお、懇談会資料はお帰りの際には受付に御返却ください。 

 なお、本日の会議では事務局のほうで録音と写真の撮影をさせていただいております。

会議録につきましては県のホームページ等において公表いたしますので、あらかじめ御了

承願います。 

 それでは、お手元の議事次第に沿って進めさせていただきます。 
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２．挨拶 

 

〇【司会】会に先立ちまして、事務局を代表して、千葉土木事務所の所長の小谷竜一より

一言御挨拶を申し上げます。 

〇【事務局（小谷千葉土木事務所所長）】ただいま御紹介いただきました千葉土木事務所所

長の小谷でございます。 

 本日は年度末の大変お忙しい中、第８回都川流域懇談会に御出席いただきまして、まこ

とにありがとうございます。また、委員の皆様方におかれましては、日ごろから河川行政

の推進につきまして格別の御配慮を賜り、厚くお礼申し上げます。 

 当流域懇談会でございますが、都川流域の河川整備や管理につきまして、学識経験者、

地域住民の皆様、関係市である千葉市さんが一堂に会し、御意見を聞く場として平成 15

年に設置されたもので、これまでに７回ほど流域懇談会を開催し、委員の皆様から都川の

整備に対して貴重な御提言や御指導をいただいてきたところでございます。 

 本日、開催の第８回流域懇談会でございますが、これまでに一度取りまとめていただき

ました都川水系河川整備計画の原案でございますが、その後に発生した東日本大震災や近

年頻発する局地的集中豪雨などの自然環境の変化に加え、排水機場など河川管理施設の経

年劣化の問題など河川を取り巻く様々な環境の変化もございまして、改めて皆様方の御意

見を伺いたく開催したところでございます。後ほど事務局より詳細な説明をさせていただ

きますので、皆様より忌憚のない御意見をいただきますようよろしくお願いいたします。 

 なお、県では本日、皆様方より寄せられました御意見や御提言などを踏まえ、都川水系

河川整備計画の策定手続を進めさせていただければと考えておりますので、御指導方、よ

ろしくお願いします。 

 簡単ではございますが、冒頭の挨拶にかえさせていただきます。本日はよろしくお願い

します。 

〇【司会】ありがとうございました。 
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３．委員の紹介 

 

〇【司会】 続きまして、本日御列席の委員の皆様を御紹介させていただきます。委員出

席名簿をごらんください。名簿順に御紹介いたします。 

 学識経験者といたしまして、元千葉工業大学教授、高橋彌様です。 

〇【高橋委員】 高橋です。 

〇【司会】時計回りで御紹介します。 

 千葉県立中央博物館生態環境研究部主任研究員の林紀男様です。 

〇【林委員】林です。よろしくお願いします。 

〇【司会】千葉県立千葉高等学校の田中様におかれましては、本日所用により御欠席と連

絡をいただいております。 

 続きまして、元千葉県環境研究センター水質環境研究室長の小倉久子様です。 

〇【小倉委員】小倉でございます。よろしくお願いいたします。 

〇【司会】続きまして、元千葉市立博物館協議会委員で、現在、市原市文化財審議会委員

の川戸彰様でございます。 

〇【川戸委員】川戸でございます。よろしくお願いします。 

〇【司会】順番は変わってしまいますけれども、元千葉県農林水産部次長で、現在、千葉

県土地改良事業団体連合会副会長常任理事の鈴木大作様でございます。 

〇【鈴木委員】鈴木でございます。よろしくお願いします。 

〇【司会】河川利用者代表といたしまして、NPO 法人都川の環境を考える会理事長、武部

功様でございます。 

〇【武部委員】武部です。 

〇【司会】坂月川愛好会代表、森谷哲夫様でございます。 

〇【森谷委員】森谷でございます。 

〇【司会】流域の地元を代表いたしまして、中央区星久喜町、地元代表、花澤一男様でご

ざいます。 

〇【花澤委員】花澤でございます。よろしくお願いします。 

〇【司会】中央区仁戸名町、地元代表、濱上賢一様でございます。 

〇【濵上委員】濵上です。よろしくお願いします。 

〇【司会】中央区川戸町、地元代表、三浦登志雄様でございます。 
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〇【三浦委員】三浦です。よろしくお願いします。 

〇【司会】緑区、地元代表、高橋照男様でございます。 

〇【高橋委員】高橋でございます。よろしくお願いします。 

〇【司会】流域関係自治体といたしまして、千葉市建設局長、椎名建之様の代理、下水道

建設部長の元吉昌彦様でございます。 

〇【椎名委員（代理・元吉）】元吉でございます。よろしくお願いいたします。 

〇【司会】なお、本会の座長につきましては流域懇談会規約第３条４項の規定によりまし

て、高橋先生に座長をお願いしたいと思います。 

 

４．座長挨拶 

 

〇【司会】では、高橋座長より御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。 

〇【高橋座長】皆様、こんにちは。お忙しいところをお集まりいただきまして、ありがと

うございます。 

 昨年はこの関東地方及び東北地方にも大変大きな大水害が起こりました。それをいろい

ろマスコミのテレビ等で見ますと、これは何だか見たことのあるような様子だということ

を感じました。考えるまでもなく、それは昭和 20 年代に連続して台風が日本を襲い、洪水

被害が頻発したという事実と重なったのであります。これを見ますと、その間、営々とし

て治水事業等に取り組んでまいりました努力がどうなったのかというような思いにも駆ら

れたのであります。しかし、地域の安全については常日頃から心がけておらねばならない

ことでありますし、またそうやってきたのであります。 

 今回、この都川の整備につきまして今まで以上にいろいろな点を考慮に入れて整備計画

を完成させるということでございますので、この都川の整備がいよいよ完成に向けて近づ

いてきたのではないかというふうに感じております。こういう仕上げに近づいた時点でも

う一回全体を見直すということも大変重要なことであると思いますので、どうか皆様、よ

く御審議をなさいますことをお願いいたします。 

 大変簡単でありますが、これからしばらく皆様の御意見をいただきながら会を進めてい

きたいと思います。よろしくお願いします。 

〇【司会】高橋座長、ありがとうございました。  
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５．都川流域懇談会の規約改正について 

 

〇【司会】それでは、流域懇談会の規約改正につきまして、私のほうから御説明させてい

ただきます。 

 お手元の資料の資料１をごらんください。都川の「流域懇談会等の規約改正の概要につ

いて」というものを御用意してございますが、よろしいでしょうか。 

 これまで私ども千葉県内の河川の問題を扱う流域懇談会につきましては、県内で 15 の流

域懇談会を設置してまいりました。こちらの流域懇談会では河川整備計画の策定や河川事

業の事業再評価等を行うというときに学識経験者、河川利用者、関係住民及び関係市町村

長の御意見を賜りながら河川事業を進めてまいりました。一方、県の組織体制の適正化の

一環といたしまして、行政のスリム化、事務負担の軽減、会議開催に伴うコストの削減・

抑制という観点から、審議会等の見直しについて取り組んでまいりました。平成 25 年、「付

属機関の設置及び運営等に関する指針」に照らしまして、県が設置してきた各種審議会等、

様々な審議会を条例に基づく付属機関とするものと、あと付属機関の性質を有していない

もの、この２つに分類整理することになりました。 

 これを受けまして、道路事業等の事業評価を行ってまいりました千葉県県土整備部所管

公共事業評価監視委員会につきましては、条例に基づく付属機関ということで、平成 25

年７月の千葉県行政組織条例の一部改正によりまして、千葉県県土整備公共事業評価審議

会という新たな組織を設置いたしまして、これまで流域懇談会等で実施してまいりました

河川事業等の事業評価についても、評価審議会のほうで実施するということで、これまで

流域懇談会のほうで実施してまいりました事業再評価、こちらにつきましては新たな評価

審議会のほうで実施するということになりました。 

 お手元資料の四角囲みになりますけれども、これによりまして、流域懇談会では意見交

換、意見聴取、懇談等の場であることと、付属機関の性質を有しないものとして、その運

営を行うため、規約改正を行うことになりました。 

 主な修正事項なのですが、まず目的を変更します。これまで事業再評価としてやってま

いりましたが、事業評価を削除します。あと付属機関の性質を有しないということ、審議

会組織という形ではないということ、これらを明記いたします。会議の運営方法につきま

しても、まずこれまで千葉県知事から委員への委嘱を行っておりましたが、これは今後、

依頼という形で皆様に御出席いただくような形になります。それと招集する者といたしま
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して、これまで座長または千葉県知事ということで招集をしてまいりしまたが、これを千

葉県知事に一括いたします。委員の任期でございますが、「原則として依頼を承諾した日か

ら当該年度末」ということで、変更させていただきます。運営に関し必要な事項を定める

者といたしまして、懇談会等で規約等を決めていくということにしておりましたが、これ

は千葉県知事が規約を制定するという形に改めてさせていただきたいと思います。 

 おめくりいただきまして、裏面のところに「都川流域懇談会規約」ということで、先ほ

ど御説明した改正の内容を盛り込んだ規約を２枚ほど挟んでございます。 

 もう一枚おめくりいただくと、従前の流域懇談会の規約と今回、改正させていただきま

した改正後のものを両面で併記したものとなっております。特に、規約の２条のところの

目的、紙面に向かって左手側のところに下線を引いてございますが、流域懇談会、「河川法

第 16 条の２に規定する河川整備計画を策定又は変更する場合」ということで、「事業再評

価」の文言を削除してございます。その下のなお書きにつきましても、「懇談会は地方自治

法第 138 条の４第３項の規定に基づく付属機関の性質を有しない。」ということで、明示を

させていただいております。あと第３条の３項になりますが、「委員は、千葉県知事が依頼

する。」ということで、右手の改正前のところは「委嘱」と書いてございましたが、今回、

「依頼」に変えさせていただいております。７項のところの委員の任期につきましては、

「原則として依頼を承諾した日から当該年度末まで」ということで、これまで「２年」と

していたものから、それぞれ年度単位で切らせていただいております。以下、第４条、第

８条のところは「千葉県知事を代行し」ということで、知事がすべて会議を取り仕切ると

いう形で変えさせていただいております。 

 最後、おめくりいただいて、この規約は平成 26 年４月１日からということで、県内の流

域懇談会すべて 26 年４月１日にこのように改正をさせていただいたところでございます。 

 説明は以上です。規約の改正につきまして、御質問等ございますでしょうか。 

〇【椎名委員（代理・元吉）】千葉市でございます。千葉市でも河川事業を行うときには同

じような形で監視委員会に元々かけてというところで、法的なところ、先ほど言いました

河川法の 16 条の２という中でこちらの懇談会を利用させていただいて再評価を実施して

いたというところでございます。それは今まで同じなのですけれども、今後、県さんのほ

うがこういう形で変えられるということはよろしいかと思うのですけれども、うちのほう

はまだこの再評価を扱っている事務のほうと調整が全部整っているわけではございません

ので、その辺、もし何かありましたら調整させていただきたいということで、これは要望



 - 7 -  

でございます。よろしくお願いいたします。 

〇【司会】それでは、元吉様のほうから今御発言いただいた件につきましては事務局のほ

うで持ち帰りまして、個別に千葉市さんと調整させいただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 それでは、早速議事に入りたいと思いますので、議事の進行は懇談会規約第３条５項に

よりまして、高橋座長にお願いいたします。 

 それでは、高橋座長、よろしくお願いいたします。 

〇【高橋座長】それでは、次第に沿って議事を進めることといたします。 

 

６．議 事 

（１）二級河川都川水系の整備状況 

①都川の整備状況 

 

〇【高橋座長】それでは、議事（１）の二級河川都川水系の整備状況について、事務局よ

り説明をお願いします。 

〇【事務局（千葉土木事務所建設課 上野）】千葉土木事務所建設課で都川の整備を担当し

ています上野と申します。 

 議事（１）の都川の整備状況と坂月川の整備状況を続けて御説明させていただきます。

どうぞよろしくお願いします。 

 まず都川の整備状況についてですが、お手元のファイルの資料２につけておりますスラ

イドを使って御説明します。スクリーンをごらんください。ごらんの標題の順で都川水系

の概要から御説明します。 

〔p1〕ごらんいただいているのは都川水系の概要図です。都川は右上の高根橋を上流端

として、中流域で坂月川、支川都川と合流します。その後、京葉道路をくぐり、市街地を

流下し、葭川と合流した後に東京湾へと流れます全長約 13km の二級河川です。 

 〔p2〕整備の目的・背景としまして、都川では流域の都市化による雨水の流出量の増大

により、過去に県庁周辺などで浸水被害が多発し、地域の経済活動や住宅などに大きな被

害をもたらしました。現在では当該箇所での河川整備は進み、堤防から洪水があふれる心

配はほとんどなくなりましたが、上流、中流域においては、整備の行き届いていない区間

も多く、氾濫した場合の被害は甚大なものになるおそれがあることから、このような被害
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の軽減を図るため、河川を整備しています。 

 〔p3〕この図は都川の整備状況を示したものです。黄色に塗られている区間が完了して

いる区間です。緑色に塗られている区間が今後整備をしていく区間です。市街地を流れる

下流域では昭和 39 年から整備に着手し、既に整備が完了しております。中流域から上流域

には田園地帯が広がっており、現在は中流域を整備しております。 

 〔p4〕次に、中流域の整備状況です。中流域には各支川との合流点や遊水地など、整備

のポイントとなる箇所があります。中央やや左下に黄色で着色されている遊水地は昨年度

完了しました。中流域全体は最終形で完了していないため、全区間で緑色の着色となって

おりますが、黄色の点線で囲まれた箇所、こちらの楕円とこちらです。これらにつきまし

ては大部分の区間において段階整備済みです。現在は大宮橋から坂月川合流点までの区間

で河道の段階整備を実施しているところです。なお、段階整備の中身については後ほど御

説明します。 

 〔p5〕ここからは整備事例について御説明させていただきます。まず、洪水を安全に流

下させるための河道整備についてです。河道整備では河道の拡幅、堤防の築造、護岸の設

置が主な工事になります。整備に当たりましては、事業の長期化が課題となります。この

課題への対策が先ほど申し上げた段階整備です。 

 〔p6〕都川では地域や流域面積、浸水想定区域などを勘案し、50 年のうち１回程度の確

率で降ると想定される雨に対応した規模を目標として整備を行います。この場合、堤防を

つくる、河道を掘削する、護岸を設置するという３つの工事になり、整備完了までには長

い期間を要します。河川は一連の区間で整備が完了しなければ、十分な整備効果が発揮さ

れません。そこで、整備目標とは別に段階整備の目標を設定し、整備を進めております。 

 〔p7〕10 年のうち１回程度の確率で降ると想定される雨に対応した規模を目標として段

階的な整備を行います。このとき坂月川合流点までの区間は現況河道をそのまま残し、河

道の掘削は行いません。この場合、堤防をつくる、次に護岸を設置するという２つの工事

で済み、早期に整備効果を発揮させることができます。 

 〔p8〕次に段階整備を行った箇所の写真をご覧いただきます。これは大宮橋上流の整備

前の様子です。都川が写真の左側に流れています。 

 〔p9〕続きまして、段階整備が完了した様子です。ここでは河道の掘削は行っていませ

ん。工事では水際部を復元し、それから植生の活着を促すブロックを採用しました。 

 〔p10〕最後に、完成から１年半が経過した現在の様子です。水際部は前後区間と調和し
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ており、護岸には植生が活着し、人工的な面影は見られません。 

 〔p11〕続きまして、遊水地の整備について御説明します。遊水地は約 20 年の歳月をか

け、昨年度完成しました。遊水地の規模は貯留容量が約 14.2 万 m3、面積が東京ドーム 10

個分に相当する 11.4ha になります。 

 〔p12〕遊水地は洪水を一時的に貯留し、下流域の負担を軽減させるための施設ですが、

まずその機能について御説明します。上流からの洪水が越流堤と呼ばれる一段低くなった

堤防を越えて遊水地に貯留されます。そして残った洪水が流下します。遊水地に貯留され

た洪水は樋管を通り、時間をかけて河川に戻ります。 

 〔p13〕これらは左上が平常時、右下が貯留時の遊水地の様子を撮影した写真です。コン

クリートの部分が越流堤と呼ばれる部分です。右下の写真では、越流堤を越えた洪水が遊

水地に貯留されている様子がわかります。この箇所で水位が２～３m 上昇すると遊水地に

流入し、年に数回の頻度で貯留されていると思われます。 

 〔p14〕次に遊水地整備の経過を御説明します。平成 21 年当時の様子です。平成 19 年に

左上の右岸遊水地の整備が完了し、平成 18 年から右下の左岸遊水地の整備に着手しました。 

 〔p15〕こちらはことしの２月の様子です。整備が完了しております。整備に当たりまし

ては自然環境、動植物の生息、生育環境の保全が課題となり、白い点線で示しました都川

の旧川敷の保全などを実施しました。 

 〔p16〕具体的な内容を説明します。これは保全した都川の旧川敷です。先ほど白い点線

で示した箇所になります。当初、この箇所は遊水地としての掘削範囲に含まれておりまし

たが、旧川敷の周囲の湿地帯を含め、現況のまま保全しております。 

 〔p17〕続きまして、旧川敷の流れを確保するため、地下 20m まで掘削し、井戸を設置し

ました。 

 〔p18〕３点目としまして、遊水地の掘削範囲に生えておりましたオニグルミやハンノキ

などの湿地性の樹木を旧川敷に移植しました。左下が移植状況の様子で、右上の大きな写

真が移植後の現在の様子です。移植から１年半経過しておりますが、従来と変わらず生育

しています。 

 以上が旧川敷の保全についての具体例です。 

 〔p19〕こちらは千葉市が整備を進めています都川水の里公園のイメージ図になります。

遊水地の上部を公園として利用する計画のため、多目的遊水地と呼んでいます。イメージ

図上で青い線で囲まれた箇所が掘削の終わった遊水地です。将来的には着色範囲も掘削し、
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現在の４倍近くの貯留容量を確保することとしています。 

 以上が整備事例についての説明となります。 

 〔p20〕整備予定についてですが、浸水のリスクや予算状況などを勘案し、当面は引き続

き坂月川合流点までの河道を段階整備し、続いて丹後堰公園脇の築堤、次に支川都川合流

点の改修、そして坂月川合流点の上流を整備する予定です。これらの①番から④番までの

整備が終わった後に坂月川合流点までを１/５０規模の最終形で整備することを計画して

おります。 

 〔p21〕続きまして維持管理ですが、堤防除草を初め定期パトロールを実施しており、堤

防の損傷の発見に努めるなど、一定の管理水準の維持に努めてまいります。都川は都市河

川のため、油の流出などの異常水質が発生することもあり、その際は職員によりオイルマ

ットを設置しております。今後も河川の機能が十分発揮され、良好な環境や景観の保全が

図られるよう、維持・管理に努めてまいります。 

 〔p22〕最後に都川の環境保全について紹介いたします。これは NPO 法人「都川の環境を

考える会」が毎年開催している都川アドベンチャーの様子です。写真の奥に見えるのが支

川都川の堤防です。子供たちが河川や水辺の生き物に触れることができるイベントで、千

葉土木も賛同しており、私も去年、一昨年と参加いたしました。このように河川環境の保

全や河川愛護の啓発についても引き続き地域住民の皆様と共同で実施していきたいと考え

ております。 

 以上で都川の整備状況についての説明を終わります。 

 

②坂月川の整備状況 

 

〇【事務局（千葉市都市河川課 林）】続きまして、坂月川の整備状況につきまして、千葉

市都市河川課、林が説明させていただきます。お手元のファイルでは資料３につけており

ますスライドを使って御説明させていただきます。スクリーンをごらんください。 

 〔p1〕坂月川改修事業の目的と概要、坂月川の環境の保全に関すること、坂月川の維持

管理に関することの３点について御説明させていただきます。 

 〔p2〕まず坂月川の流域の概要についてです。坂月川は千葉市若葉区桜木北及び小倉町

を起点とし、加曽利町や小倉町を抜け、太田町で都川に合流する指定延長 3100m の二級河

川となります。 
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 なお、平成 20 年４月より国の地域主権の考えの下で、千葉県から千葉市に河川管理の権

限の委譲がなされております。また、河川沿川には国指定の加曽利貝塚の遺跡があり、公

園として親しまれております。現在は考古学的な学術上の価値の観点から保護すべく、さ

らなる特別史跡への国指定を目指しているところであり、古くから土地の利用がなされて

いる地域になります。沿川部は豊かな自然環境が見られる一方で、坂月川の流域内を見て

みますと、昭和 40 年代に小倉台及び千城台団地の大規模住宅団地の開発、都賀の区画整理

などにより急速に発展した市街地があり、現在においても若葉区の都市構造の地域拠点を

形成しております。こうした地域の雨水を桜木都市下水路や坂月排水路などによって集め

ており、坂月川の流域面積は 8.02km2です。 

 〔p3〕坂月川改修事業の背景ですが、流域内では宅地の開発などの都市化により雨水の

流出量が増大し、浸水被害が頻発しておりました。そこで昭和 50 年度に国の補助金制度を

用いた都市小河川事業として改修事業を開始いたしました。こちらの左側の写真は昭和 50

年に撮影された改修工事前の坂月川の写真です。現在の小倉大橋より下流付近を撮影した

ものです。この暫定的な改修工事は平成５年度に完了し、時間雨量 30mm、計算の上では概

ね２年に１度程度の雨の規模に対応できる断面に整備され、右側の写真の状況となりまし

た。 

 〔p4〕しかしながら、流域内では降雨量と比較して坂月川の処理能力が十分に足りてお

らず、市街地に降った雨をスムーズに河川に排水できない内水氾濫による浸水被害が市街

化区域内の住宅地においてたびたび発生しております。また、河川自体があふれ、沿川の

耕作地にも浸水が発生しており、依然として改修は必要な状況でした。 

 〔p5〕一方で、千葉県が整備を進めております都川本川の時間雨量 50mm 程度、10 年に

１度程度の雨の規模に対応する整備が進み、流入する坂月川の改修も可能な状況となりま

した。そこで、流域内の浸水被害を早期に軽減するため、平成 20 年から千葉市の管理河川

とし、千葉市の定めるスケジュールで整備が可能となりました。また、千葉市の管理河川

となったことで、市民の活発な参加による川づくりも実現可能な体制となりました。そこ

で学識者、地元市民、協力団体などを交えた坂月川の改修に関する懇談会を開催し、治水

機能だけではなく、自然環境、親しみを考えた改修方法、維持管理の協働について意見交

換や情報共有を行ってまいりました。ここでの御意見を改修方法に組み入れつつ、10 年に

１度程度の雨に対応する工事に着手することになりました。 

 〔p6〕これまでの整備進捗状況です。平成 20 年度及び平成 21 年度は生態系の環境調査



 - 12 -  

を行いました。また、あわせて同時期に測量と設計を行い、断面図のように河道幅 20m 程

度で原則構造物はつくらず、現況の河道から一部の土砂を掘削し、多自然川づくりと言わ

れている計画としています。平成 24 年度に千葉県による都川との合流部の工事が完了した

ことから千葉市では掘削工事を進めており、全長 2926m のうち、これまで合流部を含めた

黄色の区間、小桜橋下流までの 1580m が完了しています。今後、緑色の区間、1346m につ

いて、これまでと同様の河道掘削工事を平成 29 年度までに行う予定としております。谷頭

橋付近の河道が整備された後に、桜木都市下水路の坂月川への放流口の工事を行うことで、

流域内の内水被害の軽減に寄与することとなります。 

 〔p7〕工事中の状況です。写真左上の地盤改良工事ですが、土質が軟弱な一部の区間に

おいては土壌環境に配慮したセメント系の材料を土の中に混入し、攪拌させ、地盤を強化

します。右上の築堤工事においてはコンクリートの構造物を基本的に用いず、土砂の掘削

や盛土により河道を築造していきます。また、左下の法面においては芝を張ることによっ

て堤防保護を行います。右下の写真では洗掘により河道の異常を防ぐことや安定した流量

の確保のため、一部区間で石を敷き並べたかごを設置しております。 

 〔p8〕工事後の状況です。写真は平成 24 年度に工事した区間について、国道 126 号にか

かる坂月川橋から下流方向を撮影したもので、着手前と工事から３年程度経過した今年度

の比較です。掘削工事により人為的に手が入りますが、一定年数を経過することにより徐々

に周辺の景観とも調和し、回復していく様子がうかがえます。 

 〔p9〕次に坂月川の環境についてです。工事を行う前に坂月川の上流、中流、下流の３

地点で環境調査を行っております。例えば、中流域である小倉大橋付近の沿川では水田や

耕作地が広がっており、豊かな自然環境となっております。生態については魚介類、植物、

鳥類、両生類、爬虫類、哺乳類、昆虫類において、外来種も含みますが、多種多様な動植

物の生育環境が存在しています。レッドリストなどに記載のされている重要種の例として、

カワヂシャ、チュウサギ、ヘイケボタルなども確認されており、改修工事を行う上で自然

環境の変化は常に留意してまいります。 

 〔p10〕こうした環境調査では、坂月川愛好会、千葉県自然観察指導委員会、加曽利自然

観察会の協力をいただいた調査と、千葉市環境局の調査の資料も収集し、河川環境の状況

を工事前に把握しました。河川整備の方法はコンクリート構造を用いない土羽構造の河岸

により、生育環境の配慮、保全を念頭にし、護岸に対策が必要な場合においても石積みな

どによる環境への影響の少ない工法及び資材の活用を検討します。また、緩い傾斜護岸に
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して水際まで立ち寄れ、触れ合える護岸とし、周辺景色との調和を図ります。周辺地での

環境保全としては、隣接地の未利用地を活用した坂月川ビオトープにおいて豊かな自然環

境を愛好会の方々に見守っていただいております。また、無秩序な開発を防ぐため、都市

緑地法に基づく特別緑地保全地区の指定を行っており、市民緑地として利用されています。

改修の完了時には再び上記団体などの環境調査報告の協力をいただき、事後調査を実施し、

環境への影響を確認します。 

 〔p11〕次に河川の維持管理についてです。大雨時などにおいても河川の本来の治水機能

が発揮できるよう、維持管理を適切に実施することに努めます。従来より遠方からの目視

による巡視パトロールを月に１回、全区間において実施しております。写真左上のように

舗装のひび割れが発見されるなど、異常発見時においては、まずは左下の応急措置で安全

確保をした後、本復旧措置を行います。また、平成 25 年の河川法の改正に伴い、年に１回

の近接からの目視による点検の実施が義務化されております。対象施設においては右上の

写真のように点検を実施し、ひび割れの幅、延長を記録し、補修措置の有無を判定し、次

年度の点検に活用していくようなサイクル型の維持管理を行い始めたところです。また、

河川の損傷の管理のみならず、右下の写真のような不法占用などの対策措置、指導を随時

行っていきます。 

 〔p12〕また、流域住民の皆様と協働による維持管理を目指しています。左側の写真は草

刈り及び清掃活動です。坂月川愛好会、千葉市職員で協働作業で実施しました。この活動

は７月７日を川の日と制定したことを受け、７月が河川愛護月間であることにちなんで実

施しています。右側の写真は千葉市職員が地元の坂月小学校の総合学習授業に出向き、川

の現状を見詰めてもらい、理想の坂月川について発表してくれている様子です。また、他

校の先生たちも教育指導の研修として聴講しております。下の写真は生徒も参加したごみ

拾い活動です。こうした活動の中で自然環境や美化意識の向上の教育・啓発を行い、将来、

協働参加へつながる取り組みを行ってきました。引き続き坂月川においては河川改修の懇

談会を開催し、維持管理方法等についても、よりよい方法を導き出せるよう定期的に情報

共有及び意見交換を行ってまいります。また「ちばレポ」といいまして、スマートフォン

やパソコンにより住民が気軽にインフラ点検に参加できるシステムも運用されているとこ

ろであり、今後も引き続き協働管理のあり方、手法について模索、検討してまいります。 

 以上が坂月川の整備状況について説明を終わります。 

〇【高橋座長】ありがとうございました。 
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 今、事務局より説明のありました都川の整備状況と坂月川の整備状況について、御意見

があればお願いします。どうぞ。 

〇【林委員】千葉県立中央博物館の林です。私は新規に委員に就任したので今聞いた話は

どれも新鮮だったのですが、工事が終わって整備されて自然景観が戻っているという発表

があって、なるほど、そうだなとは思う一方で、自然が戻っているように見えて実は質的

には外来種天国になっている面が否めないのですね。やっていることを否定しているわけ

ではなくて、自然景観にも配慮して調査をしているというすばらしい取り組みだと思いま

す。ただ、せっかくなので外来種は排除して在来種をふやすというもう一歩踏み込んだ質

の取り組みに踏み出すことを御提案したいと思います。例えば、私どもの博物館では支川

都川で絶えてしまったナガバコウホネというものすごく貴重な水生植物を保護、育成して

います。継代栽培しています。あとは都市緑化植物園と連携して、耕作放棄になってしま

ってジメジメしたところに生える湿性の植物をたくさん保護しています。工事が終わった

後、自然に植生が回復するのを見守るということはもちろん大事ですが、外来種のほうが

定着が早いという現状を踏まえて、既に保護している在来種を植え戻すようなもう一歩踏

み込んだ取り組みに発展したら、内容がもっとすばらしくなるのではないかと感じました。 

 以上です。 

〇【高橋座長】事務局、何かありますか。 

〇【事務局（河川環境課 高山）】河川環境課の高山と申します。現在の河川における外来

種の対応状況について話させていただきたいと思います。 

 まず、河川としても外来種がふえていって在来種を脅かすというのは好ましい状況では

ないというのは思っているところなのですが、国の外来生物法に基づく環境省と農林水産

省が出している「特定外来生物被害防止基本方針」というのがあるのですが、これの中で

も外来生物による被害、被害が実際にある、またはそのおそれが確認された場合には防除

の措置を講ずるというような形になってございます。河川管理者の立場からすると、実際

には手が施せるというのは治水上支障がある場合、そういった場合には施せるのですけれ

ども、河川管理者として外来種をコントロールするのは現在、難しいという、そういう状

況でございます。 

〇【高橋座長】どうぞ。 

〇【林委員】河川管理上、防除できないことは印旛沼や手賀沼の事例で承知しております

が、河川管理者が積極的に防除事業をやってほしいというところまでは言っていなくて、
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市民が調査している、そして育んでいるというすばらしい活動なので、実際に生き物、生

態に知見のある方が加わって調査されているということを知りましたので、せっかくなら

そういう方々に在来種、保護しているものをお分けして植える、それによって外来種がふ

えることを間接的に在来種をふやすことで防ぐというような、積極的に取ってくれという

ことまでは言っていません。ただ、そういう視点を持った取り組みにするのはどうですか

という御提案です。 

〇【事務局（河川整備課 木村）】河川整備課長の木村です。先生の御指摘のとおり、今、

整備している区間につきましては、今後、調整を図りながら、先生の御指導をいただきな

がら最適な方法を模索していくという形で御指導をいただきたいというふうに考えてござ

います。 

〇【林委員】ありがとうございます。ナガバコウホネというのはものすごく貴重なのです

よ。それは支川都川なのですけれども、都川水系の財産になると思うので大事にしていき

たいと思っていますので、どうぞよろしくお願いします。 

〇【高橋座長】それでは、ほかに、どうぞ。 

〇【鈴木委員】県土連の鈴木でございます。非常に丁寧な説明、ありがとうございました。

都川の整備のほうなのですけれども、市街地から田園地帯までということで、非常に土質

状況が異なるということで多分長期間、工事が今後もかかるのではないかなと想定される

わけなのですけれども、先ほどスライドの 20 ページのほうで①から④まで終わった後、完

成形のほうに目指していくというお話がございましたけれども、そのめどというのはある

のでしょうか、①から④の暫定形が終わるなり、そういうめどについてもしお持ちであれ

ば教えていただきたいのですけれども。 

〇【事務局（千葉土木事務所建設課 白藤）】後ろから失礼いたします。千葉土木事務所建

設課長の白藤と申します。今の質問でございますが、今まさに①の 1/10 規模での段階整備

というものをやっていまして、これが全部の区間やるわけではないのですね、２～３年の

間にその部分は終わるのではないかと考えております。ただ、それ以降は、②番、③番、

④番というのはかなりの事業費と期間を要しますので、この場では具体的な年次は話せま

せんが、この整備期間内には何とかということで考えております。 

〇【鈴木委員】ありがとうございました。 

〇【高橋座長】いかがでしょうか、ほかにございますか。 

〇【事務局（河川整備課 宇野）】補足させていただきます。県庁河川整備課の企画班長を
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しております宇野でございます。今のお話ですけれども、今回、この後、御説明させてい

ただきますけれども、ここに挙げた整備区間、あるいはメニュー、暫定ということで概ね

20 年で計画したいというふうな目標を立ててございます。その後、将来へ向かってという

ことで、それはその後に検討していくということで、今の予定でございますけれども、考

えております。 

 以上でございます。 

〇【高橋座長】次の都川の整備のこれからの進め方というところでまた触れるそうですか

ら。 

〇【鈴木委員】はい。 

〇【高橋座長】それでは、ほかにございますでしょうか。 

 ほかに御意見はあるかと思いますが、次の議事とも関連がありますので、河川整備計画

（原案）の説明をお伺いしてから、また御意見をいただきたいと思います。 

 

（２）都川水系河川整備計画（原案）について 

 

〇【高橋座長】続きまして、議事（２）の「都川水系河川整備計画（原案）について」、事

務局より説明をお願いします。 

〇【事務局（河川整備課 高田）】千葉県河川整備課企画班、高田と申します。よろしくお

願いいたします。私からは都川水系河川整備計画（原案）について、説明させていただき

ます。資料はお手元のファイルの資料５になります。本日はその原案を説明用にまとめま

した資料４のスライドで説明させていただきます。なお、スライドの右上にページ番号を

記載しておりますが、これは原案のページ番号になりますので、適宜原案をごらんいただ

ければと思います。では、始めさせていただきます。 

 〔p1〕まず初めに今回、御意見をいただく河川整備計画の法的位置づけを関連のある河

川整備基本方針とともに説明させていただきます。 

 〔p2〕河川法 16 条は河川整備基本方針と河川整備計画を規定しております。河川整備基

本方針は河川整備の基本となるべき方針に関する事項を定めるものとされており、いわば

マスタープラン（長期的な計画）と言えます。一方、河川整備計画は具体的な河川整備に

関する事項を定めるものとされており、いわばアクションプラン（行動計画）と言えます。

また、河川整備計画の策定に当たっては有識者や関係住民、関係市の意見を聞くこととさ
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れております。今回はこの流域懇談会で皆様の御意見をいただけたらと思います。よろし

くお願いいたします。 

 〔p3〕次に、河川整備計画原案の策定の経緯について御説明させていただきます。 

 〔p4〕画面左側をごらんください。ここに流域懇談会の開催履歴を記載してございます。

第１回を平成15年１月に開催し、平成24年３月の第７回まで順次開催してきております。

第１回から第３回までは流域における現状と課題について委員の皆様から御意見をちょう

だいし、このときに都川水系河川整備計画（原案）を作成しております。その後、第４回

から第７回までは事業再評価、これはいわゆる B/C 等ですが、事業再評価や事業の進捗状

況報告を実施しております。そして今回の第８回ですが、平成 16 年に作成した河川整備計

画原案をベースとして、昨今の社会経済情勢や最新の知見等を反映したものについて皆様

の御意見をいただき、これを策定したいところでございます。なお、画面の右側ですが、

先ほど御説明した河川整備基本方針、マスタープランについては国交省協議等の所定の手

続を踏まえ、平成 24 年 11 月 22 日に策定したところでございます。お手元のファイルの参

考資料がそれに該当します。 

 〔p5〕では、河川整備計画の内容について御説明させていただきます。 

 〔p6〕画面は河川整備計画の目次になります。左側は平成 16 年に作成したときのもの、

右側は今回のものになります。多少言い回し等の違いはありますが、河川整備計画として

の骨組みは基本的に同じでございます。第１章は流域及び河川の概要、第２章は河川整備

の現状と課題、第３章は河川整備計画の目標に関する事項、第４章は河川の整備の実施に

関する事項、第５章は河川の総合的な整備のために必要な事項としております。なお、画

面右側の赤字ですが、これが今回の見直しの主要事項になります。まず策定期間ですが、

千葉県単独だったものを千葉県、千葉市の共同策定としております。これは平成 20 年４月

１日に坂月川の河川管理権限を千葉市に委譲したことによります。次に、津波に関する事

項を加えてございます。 

 〔p7〕次に、葭川排水機場の長寿命化に関することを加えております。また、昨今のゲ

リラ豪雨等を受けて、超過洪水対策を補強しております。これらの方針事項を踏まえ、次

から計画の内容について御説明させていただきます。 

〔p8〕都川流域の概要と現状における課題でございます。これは河川整備計画の第１章、

第２章に該当します。 

〔p9〕緑色で示した地域が都川の流域になります。流域面積は約 72 ㎢です。都川は約
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13 ㎞で坂月川、支川都川、葭川を合流し、東京湾に流れる二級河川でございます。下流域

は JR 千葉駅や千葉県庁が含まれ、いわゆる密集市街地である一方、上流域は水田等、緑豊

かな様相を呈しております。 

〔p10〕次に、治水の現状と課題でございます。流域の市街化率ですが、昭和 30 年代ご

ろは約 11％だったものが平成 22 年には約 53％と著しい市街化の進展が見られます。これ

が要因となって写真のような浸水被害がありました。こうしたことから河川整備等のハー

ド対策、また水防体制強化等のソフト対策が必要となっております。 

〔p11〕次に、利水の現状と課題です。まず水利用ですが、都川流域では昭和 40 年代ま

では河川水が農業用水として利用されておりましたが、現在は水利権等の設定はなく、自

噴井により農業が営まれている状況でございます。今後の課題としましては生態系の保全、

水質改善等に必要な流量を確保する必要がございます。次に、水辺空間についてです。流

域には河川整備に合わせ整備された公園や河川に隣接する公園がございます。これらは憩

いの場として利用されており、流域にとって貴重なオープンスペースです。今後も流域住

民の意見を踏まえて、施設整備を検討していく必要がございます。 

〔p12〕次に、河川環境の現状と課題です。まず水質についてですが、千葉市は千葉市

水環境保全計画や千葉市地下水保全計画等、水環境に係る施策を決めてまいりました。こ

うしたことから、平成の初年代は水質基準を超えていたものが、平成 15 年ころから水質基

準を満足してきている状況です。今後も継続的な水質の維持、改善が必要です。次に、自

然環境及び動植物の生息・生育・繁殖環境についてです。流域には多種多様な動植物が生

息しております。この動植物の中にはデンジソウ、タコノアシ、メダカ、ギバチ等の絶滅

危惧種が含まれます。また、社会的に外来種の増加が問題となっておりますが、都川流域

も同様です。外来種の移入はその地域の固有性の喪失につながる可能性があります。絶滅

危惧種や外来種の問題については河川管理者の認識を高めるとともに、地域住民や有識者

と共に考えていく必要があり、河川整備の際はこうしたことに配慮していく必要がござい

ます。 

〔p13〕次からは、河川整備計画の目標に関する事項について説明させていただきます。

これは河川整備計画の第３章に該当します。 

〔p14〕対象河川と計画対象区間は千葉県、千葉市が管理している二級河川の全川です。

計画対象期間は概ね 20 年です。 

〔p15〕次に、洪水による災害の発生の防止または軽減に関する事項でございます。画
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面は整備水準の区間割を示したものでございます。都川の河口から坂月川合流点までは年

超過確率 1/50 程度としております。坂月川合流点から上流端まで、また坂月川、支川都川、

葭川の各支川については 1/10 程度としております。なお、年超過確率の降雨の規模ですが、

1/50 では時間雨量約 70mm、24 時間雨量で約 265mm になります。また 1/10 では時間雨量約

50mm、24 時間雨量で約 170mm になります。 

〔p16〕次に、津波、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する事項でござい

ます。本事項は平成 16 年の原案に追加したものでございます。まず結論から申し上げると、

本整備計画で高潮、津波に対して目標とする整備高は A.P.+4.50m であり、平成 16 年の原

案から変更はございません。画面下側に既設護岸と既往最大潮位と設計津波のイメージ図

を載せてございます。まず護岸整備済み高 A.P.+4.50m とありますが、これは河口から大和

橋までの区間、約 1.5km になりますが、この区間の整備高を示してございます。これはそ

の下に記載してあります既往最大実績潮位（大正６年台風）の A.P.+4.27m に対応し、整備

したものでございます。そしてここからが追加検討になりますが、設計津波について検討

しました。この設計津波、元禄関東地震を想定しておりますが、この高さは A.P.+4.23m

とされており、結果として既設護岸は設計津波に対応している結果が確認されました。こ

の設計津波についてですが、これは平成 25 年 11 月に策定した東京湾沿岸海岸保全基本計

画［千葉県区間］の中で定めております。 

〔p〕このスライドはお手元の資料にはないのですが、この資料で設計津波について御

説明させていただきます。海岸保全基本計画の中では津波を２つに分けてございます。１

つは比較的頻度の高い津波です。この頻度は数十年から百数年に１度とされております。

この津波は人命保護に加え、住民の財産の保護、地域経済活動の安定化などの観点から海

岸保全施設等の整備により対策をする津波とされております。先ほどの設計津波はこの比

較的頻度の高い津波になります。残る１つは最大クラスの津波であり、あらゆる可能性を

考慮した巨大地震津波です。この津波は住民等の生命を守ることを最優先として住民等の

避難を軸に土地利用、避難施設、防災施設などを組み合わせて総合的に対策を実施する津

波とされております。以上より、既設護岸は既往最大実績潮位及び設計津波に対応してお

りますが、高潮対策については冒頭に説明した河川整備基本方針マスタープランの中で将

来計画 A.P.+5.5m の計画を持っております。これは伊勢湾台風と同規模の台風が大正６年

10 月の台風と同じコースを通った場合を想定したものですが、これについては整備計画完

了後にマスタープランの中で対応していく予定でございます。 
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〔p17〕次に、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項でございま

す。利水の現状と課題で確認したとおり、生態系の保全、水質改善等に必要な流量を確保

する必要がございます。こうしたことを踏まえ、流況や水質の変化について検討の上、今

後、決定します。自然環境の整備と保全に関する事項についてですが、水質や動植物等の

自然環境、また河川空間の利活用等について、検討、対策を進めてまいります。 

〔p18〕次からは河川の整備の実施に関する事項について説明します。これは河川整備

計画の第４章に該当します。 

〔p19〕まず施工の種類及び場所ですが、都川については水源橋から祐左衛門橋まで、

坂月川については小桜橋から上流端まで、支川都川については都川合流点から平山大橋ま

でを対象とし、河道拡幅や築堤、河道掘削により治水安全度を向上させます。また葭川が

合流する地点に葭川排水機場がありますが、この機場の長寿命化を実施します。 

〔p20〕これは河道改修及び多目的遊水地の整備イメージです。河道改修に当たっては

勾配を緩くした土盛り河岸と動植物へ配慮し、またこうしたことにより親水性を向上させ

ます。また河川管理用通路や多目的遊水地の上面利用等、河川空間を有効利用します。 

〔p21〕次に、葭川排水機場の長寿命化について説明します。本事項は平成 16 年の原案

に対して追加したものでございます。葭川排水機場は平成６年に都川合流部に設置した河

川管理施設です。この機場には写真のとおりポンプ等の機械設備類が収納されております

が、これらの長寿命化を図るものです。平成 24 年３月に長寿命化計画を策定しましたが、

これは従来の事後保全ではなく、予防保全として計画的な点検・整備・更新を行うことに

より、ライフサイクルコストの縮減を行うものです。 

〔p22〕次に、河川環境の整備についてです。目的として周辺環境との調和や動植物の

保全等がございますが、これらの達成のため、関係者とともに自然に配慮した河川整備、

また水質改善のための発生源対策、あるいは河川空間の有効利用を進めてまいります。次

に、河川の維持についてです。災害発生の防止や河川の適正な利用、あるいは河川環境の

保全等は維持管理がなされてその機能が十分に発揮されます。このことから、堤防や護岸

等の河川管理施設については河川巡視による異常の早期発見等により、また河道について

は維持浚渫や除草等により適切に維持管理してまいります。 

〔p23〕次からは、河川の総合的な整備のために必要な事項について説明します。これは河

川整備計画の第５章に該当し、最終章になります。 

〔p24〕まずは流域における雨水の流出抑制についてです。これは流域が本来持つ遊水・
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保水機能を最大限に活用する取り組みです。例えば、大規模開発に対しての雨水貯留・浸

透施設の設置指導や森林の保全や育成、河川沿いの低平地が持つ遊水機能の維持に努めて

いきます。次に河川情報の提供、流域における取り組みへの支援についてです。多様化す

る流域住民のニーズに対応していくため、ホームページでの情報公開、また流域懇談会等

による意見交換を進めていきます。写真は千葉県ホームページで公開している過去の流域

懇談会の状況です。 

〔p25〕次に、超過洪水対策です。本事項は平成 16 年の原案に対して今回､補強した事

項でございます。近年頻発するゲリラ豪雨による被害や東日本大震災、近いところでは去

年の鬼怒川の破堤等、整備水準を越える災害も発生しております。こうしたことから、人

命保護を第一とした視点に立ち、ハード対策とあわせてソフト対策により「減災」・「多重

防護」・「総合対策」を進めます。具体的には避難訓練の実施や防災知識の普及・啓発、水

防システムを活用した雨量・河川水位情報のリアルタイムでの提供、また浸水想定区域の

指定や洪水ハザードマップの作成等を進めてまいります。 

〔p26〕次に、河川愛護等の普及、啓発についてです。写真は河川の美化活動に取り組んで

いる市民団体の状況ですが、都川流域は現在もこうした市民団体に支えられております。

こうした団体とのパートナーシップを強化していきます。また、こうした取り組みを含め、

河川に関する広報活動に努めます。こうしたことにより流域住民の河川愛護や理解に関す

る意識を高め、さらには治水、利水、河川環境に関して協力が得られるよう努めてまいり

ます。 

以上が河川整備計画（原案）の説明になります。御意見等、よろしくお願いいたします。 

〇【高橋座長】ありがとうございました。 

 ただいま事務局より説明のありました都川水系河川整備計画（原案）について、御意見

があればお伺いいたします。どうぞ。 

〇【小倉委員】今回の見直しでどこまで見直しをするのかというところがわかっていない

ので感想的なことになりますが、要望というほどでもないのですが、津波についてと、そ

れから近年の災害を踏まえての修正、それから長寿命化は当然やるべきことで、それは入

れて当然なのですが、水循環基本法ができたわけで、それに伴って川の考え方も何か変わ

らなくてはいけないのかなと思ったのですが、今回は入れないのでしょうか。それから今

回、将来予測のようなことは見直しはなかったのかどうか。将来の土地利用とか人口の問

題もありますし、気象条件は予測は難しいところはありますが、それを迎え入れる社会状
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況の変化なども、人口が減るとか、農地が減るとかいろいろ変化があると思います。そう

いうものに従って水の川への出方なども違ってくると思うので、本来はそういうことも考

えなければいけないのではないかなという気がしたのですが、いかがでしょうか。 

〇【高橋座長】どうぞ。 

〇【事務局（河川整備課 宇野）】河川整備課の宇野でございます。まず水循環ということ

でございますけれども、今回は特に反映してございません。ただ、整備計画の原案の 28

ページでございます。資料５の 28 ページでございますが、第５章（１）の上から４行目で

ございます。流域が本来持つ遊水・保水機能、これを最大限に活用していきましょうとい

うことで明記して、そこら辺でしっかりと把握していきたいと思っております。 

 あと将来の予測でございますけれども、これは見直しはしておりませんが、今、平成 16

年に原案を策定しまして、その後の雨を踏まえまして、改めて計画の整合性と言いますか、

確認しております。ということで、河道の断面とかそこら辺を確認しているという状況で、

引き続き踏襲するというふうな結果にしております。 

〇【小倉委員】現状ではなく、少し将来を見据えて見直さなければいけないのではないか

という気がするのですが。 

〇【事務局（河川整備課 宇野）】済みません。将来の土地利用は 2020 年の土地利用という

ことで予測しておる計算でございます。気象条件とか今、温暖化だとかゲリラ豪雨等あり

ますが、その予測というのはまだ非常に難しいもので、今ある既存の資料、これを使って

計画を立てているということでございます。 

〇【高橋座長】どうです、よろしいですか。 

〇【小倉委員】はい。 

〇【高橋座長】流出抑制、それから流域の機能保全ということは大変重要なことですが、

これには盛られてはいないのですよね。将来目標としてはこの計画の中に盛られておりま

すので、その時点で考えなければならないということを考えてはおられるようですよ。た

だ、実際はこの計画には盛られていないということです。 

〇【小倉委員】ありがとうございます。 

〇【高橋座長】ほか、どうぞ。 

〇【武部委員】都川の環境を考える会、武部です。我が会では年に４回、企業の協力を得

まして都川本川、支川都川の河道内の清掃と河道の整備、そういうものを行っています。

今までの経験から、過去５年間で出た川のごみ、これが約６ｔ、我々の拠点にあるのです
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が、少しずつ分別しまして可燃ごみ、不燃ごみ、どうしようもないもの、いろいろなもの

があるのですね。それを処理するのに非常に経費負担がかかってくるのです。こういう面

でも、今ここを見ますと河川愛護等の普及・啓発のところで、活動する団体等とのパート

ナーシップの強化を図ります、ただこれだけうたってあるわけですね。もう少し具体的な

事例を挙げて、どういうことを強化するのかとか、ほかの面で、今外来種の駆除をどうす

るとかいろいろありました。そういうことも網羅して、もう少しここの紙面を充実させて

いただいたらどうかと思うのですけれども。 

〇【高橋座長】どうぞ。 

〇【事務局（千葉土木事務所建設課 白藤）】千葉土木事務所の白藤と申します。河川の維

持管理なのですけれども、都川につきましては武部さんの都川の環境を考える会を初め、

市民団体の活動で環境が保全されている部分も本当に多く、本当に助かっているところで

ございます。この 20 日の日曜日も清掃活動をやっていただきまして、本当にありがとうご

ざいました。県としてもその際には土嚢袋やグリ石や砕石などの資材の提供などの協力は

しているところでございますが、さらなる支援につきましては、現場での対応は可能な限

り協力したいと考えています。この整備計画に盛り込むか否かにつきましては、関係課で

協議しながら検討していきたいと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

〇【武部委員】ありがとうございました。 

〇【高橋座長】どうぞ。 

〇【林委員】中央博物館の林です。別の件ですが、資料の 17 ページと打ってあるところに

河川環境の整備と保全に関する事項で、「河川を整備するに当たり、都川が有する自然環境

や動植物の生息・生育・繁殖環境を可能な限り保全します。」というすばらしい文章がある

のですが、河川管理者としては河川についてしかできないことは十分承知した上で言いま

すが、生き物は河川と水田など、農業用水路とか行き来しますよね。そういうものの連続

性が重要であることは多くの生態学者が指摘して久しいですね。だから、河川管理者に農

林の部局のことに踏み込んでするということができないことは承知しています。ただ、例

えばこういう文言に「農水部局と連携する」とか、「情報を共有する」とか、何か一言入れ

ておいてもらうことができないですかね。例えば、「隣は何をする人ぞ」で、田んぼで何を

やっているか全然知らないのではなくて、こういう席に同席してもらって何を考えている

のかお互いに理解し合うぐらいのことはできるのではないかと思うのですが、いかがでし

ょうか。 
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〇【高橋座長】どうぞ。 

〇【事務局（河川環境課 高山）】 済みません、河川環境課の高山です。先生のおっしゃ

るとおり、農林部局とか環境部局との連携というのは非常に重要なことと考えています。

今ここにできれば記載していくことが本当は重要かと思うのですが、現段階で農林部局、

環境部局との調整がまだ済んでいないので、今後、先生の意見を踏まえまして、その辺と

調整がつけばこういうものに加えていきたいというふうに考えてございます。 

〇【林委員】曖昧なことでもいいので、ちょっと触れてあるだけで違うと思うのですよね。 

〇【事務局（河川環境課 高山）】この後、調整させていただいて、事務局で検討の上、加

えられれば加えるというような形をとっていきたいと思っております。 

〇【高橋座長】ほかにございますか。 

〇【鈴木委員】県土連の鈴木でございます。非常によくできた整備計画だとは私は思って

おります。その中で、先ほどの質問とちょっとダブるかもわからないのですけれども、暫

定の整備に関して計画期間が 20 年、その中で何とかおさまるであろうというような、ちょ

っと先ほど御説明があったのですけれども、最終的には 1/50 で整備をしたいということで

しょうから、なかなかそこまで行く時間が非常にないのかなというふうな感じをしており

ます。近年の非常にゲリラ豪雨的な排水に対して、やはり県都である千葉市を守らなけれ

ばいけないという面からは、どういうのでしょうか、進め方、いわゆる具体的に言うと予

算付けをもっと多くして、やはり完成形を一日も早く目指すのだというような意識を持っ

ていただいて進められるのが一番いいのかなというふうに思います。それから、祐左衛門

橋よりも上流側では既に基盤整備は終わっておりますから 1/10 の排水が必ず出てまいり

ます。そのときにそれより下流側では非常に法面の洗掘が進んでいて、河川の安定上非常

に問題なのではないかなというふうな気もいたしますので、それもあわせてより進捗度合

いを進めるような取り組みをお願いしたいと思います。以上です。 

〇【事務局（河川整備課 宇野）】予算付けについては努めてまいりたいと思います。あと

法面の洗掘だとか、そこら辺も見極めながらその整備バランス、整備手順なりを検討して

整備を進めてまいりたいと思っております。以上でございます。 

〇【高橋座長】どうぞ。 

〇【椎名委員（代理・元吉）】千葉市でございます。今、鈴木委員さんのほうから言ってい

ただいたので、河川の整備をなるべく早くしていただきたいというのが、先ほども申され

ましたように県都・千葉市の中心市街地を貫流する都川でございます。やはり人口と財産
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の集積している箇所を通っているというところ、それと先ほど言いましたように郊外の団

地関係とか JR 都賀駅を背負っている坂月川というのがございます。そういうところでの内

水の被害というのも結構あるので、根幹となる河川に関しましてはできるだけスピード感

を持ってやっていただきたいというのが千葉市職員として望むところでございます。千葉

市としてもできるだけ予算付けをして内水の被害、流域対策等をとっているところでござ

いますので、県さんのほうもできるだけお願いしたい。というのは、この河川整備計画、

先ほども工程的なところがあったのですけれども、平成 15 年、16 年に一度この整備計画

を案としてつくって、そのときと改修内容はほとんど変わらないのかなというところで、

逆に言うとそこから数えるともう十何年たって同じような状況だというふうに自分は感じ

ています。それをしますと、少しおくれぎみなのかなという感がやはり否めないところで

ございますので、できるだけスピード感を持ってやっていただきたいという要望でござい

ます。お願いいたします。 

〇【高橋座長】何かございますか。 

〇【事務局（河川整備課 宇野）】特にありません。 

〇【高橋座長】了承したそうでございます。小倉先生、先ほどの流域対策といいますかね、

これは本県でもやっている河川があるのですよ。船橋の海老川でこれはずっと前から、20

年近く前からやっているのです。今、中期計画も終わって、これから長期計画の部に入っ

ているわけですが、大体ほぼ目標を達しているのですけれども、やはり流域の浸透能を大

きくするということでやっているのですが、それと同時にこの場合は下水道で川から水を

とって、それを浄水して一部還元するという方法もとっているのですよ。 

 それからほかの県でも、これは埼玉だそうですけれども、ゴルフ場にソーラーパネルを

設置するという要望があったそうですよ。そうしたら、地元のある方から反対があって、

それをやると流出が一時的にふえるので調整池の能力を越えるのではないかという話があ

って困るのではないかという意見があったということで、どうしたらいいだろうかという

話もあるという話を聞いているのですね。そういう場合はやはり流域の浸透をふやすとい

う方法があればそれで対処したらどうかというふうにも考えたりしているようですけれど

も、まだ結論は出ないようですけれどもね。 

 最近、国では流域の浸透能力を大きくするということが、復活させるということをやっ

ているのですけれども、今はやはり各地でもそういう機運が高まってきているということ

のようです。ただし、この計画に直接取り入れるというのはどうもこの性質上難しくて、
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ほかのそういう流域の再整備をするという項を立てないと、どうも実現は難しいのではな

いかと思っております。これからの時期にはそういうことを考える必要があると私は思う

のですよ。ありがとうございました。 

 ほかにございますでしょうか。どうぞ。 

〇【川戸委員】文化財担当の川戸と申しますが、先ほどの発表の中で河川整備基本方針と

河川整備計画というところですが、その中の「利水の現状と課題」というところがござい

ますが、その最初の水利用のところに自噴井による農業というのが出ておりまして、これ

は自噴井そのものも文化遺産として大変貴重だと思うのですよ。ほかのことは余りよく知

らないのですけれども、県下では西上総あたりに、例えば小櫃川とか小糸川とか、そうい

う流域に見られる、いわゆる上総掘り発祥の地域によく見られるのですけれども、千葉市

にこういうものがあるということをこの会に出まして初めて知ったわけなのですけれども、

この自噴井に関しては斎藤正一郎という先生が研究されたものを残されているのですが、

それを見ますと 90 ヵ所ぐらいあるのだそうですね、この自噴井というのが。中でも最近、

昭和 30 年代でしょうか、坂月に団地ができて、それによる汚水の影響が田畑に及ぼすおそ

れが出てきて、それに基づいて自噴井を設けたという、そういう家が加曽利町に多く見ら

れるというようなことを書いてあるのですが、自噴井については何か行政との関わりとか、

あるいはこの自噴井が将来どのようになっていくのか、何かその辺のことがおわかりでし

たらお願いしたいと思いますが。 

〇【事務局（千葉市公園建設課 内山）】千葉市の公園建設課でございます。多目的遊水地

ということで、でき上がりましたこの遊水地のエリアを将来的には公園にしてまいります。

その中でというか、一部分につきましては既に自噴井がある場所が明確にわかっている場

所がございますので、そこは現在、供用しているエリアの中などでは名称も地元で言われ

ていた「太郎」という名前がついているようなのですけれども、きれいに井戸の形式をと

りまして、体験田んぼなどで活用はさせていただいております。今後も整備する予定で、

中にそういうことがわかる場所があって、手を加える、上総掘りなどをするというわけで

はなくて、本当に自噴していますので、それらの形が公園をつくる中で整備していけるよ

うであれば残していきたいというふうに思っております。とは言いつつ、まだなかなか整

備そのものが進んできませんので、そのときまでに位置などは調査してまいりたいという

ふうに考えています。以上でございます。 

〇【川戸委員】どうもありがとうございました。それこそ非常に小さな範囲に水をためて
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水草などを入れておられる農家のそういう様子を見たことがございますけれども、なかな

か親水というのでしょうか、水に親しむという面で、面積は小さいのですけれども、心が

癒やされるようなそういう気持ちを持ったことがあったものですからちょっとお伺いさせ

ていただきました。ありがとうございました。 

 それともう一つ、ついでですけれども、河川改修の段階でぜひ保護していただきたいと

いう希望を持っているのですが、それは河川流域、あるいは堰とか溜池などによく水神様

をお祭りしてあるのですが、この水神様は石
せき

祠
し

の場合もございます。要するに石の板とい

うのですか、そういう板状の石を立てて祭神の、神様の名前を彫ったり、あるいは石碑と

いって小さい石の祠
ほこら

ですね。そういうものを置いてお祭りしている場所がございますが、

ぜひこれは先祖の水に対するお祈りの対象であったわけで、それによって我々の命が支え

られているわけですから、そういった歴史が残っておりますので、ぜひ除外して放置され

るようなことのないようにお願いしたいと、こんなふうに思っております。やはり文化財

の１つとして大切に保護していくことをお願いしたいと、こんなふうに思っておりますの

で、よろしくお願いします。これは提言でございますので、失礼しました。 

〇【高橋座長】よろしいですね。 

〇【事務局（河川整備課 宇野）】はい。 

〇【高橋座長】ほかにございますでしょうか。 

 それでは、委員の皆様よりいろいろ御意見が出そろったと思います。事務局より説明が

ありましたように、10 年前に地域懇談会での討議や流域住民の意見等を踏まえて、都川水

系河川整備計画の原案が作成されました。その後ですが、東日本大震災やゲリラ豪雨を初

めとする最近の災害や社会状況を踏まえて今回、見直しが地元から提案されたわけであり

ます。本日御出席の皆様より大変貴重な御意見を多数ちょうだいいたしました。 

 それでは、当流域懇談会として、この「都川水系河川整備計画（原案）」を概ね了承した、

後は国土交通省と県、市の協議に委ねるということでよろしいでしょうか。 

〔「異議なし」の声あり〕 

〇【高橋座長】ありがとうございます。 

 委員の皆様の御了解が得られましたので、千葉県、千葉市は、今後、この流域懇談会で

の意見を踏まえて、都川水系河川整備計画の策定を進めてください。 

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

いと思います。 



 - 28 -  

７．閉会／連絡事項 

 

〇【司会】高橋座長におかれましては、長時間にわたって議事進行、ありがとうございま

した。また、委員の皆様、熱心な御討議、御提言をいただきまして、まことにありがとう

ございました。続きまして、事務局から報告事項がございます。 

〇【事務局（河川整備課 宇野）】河川整備課の宇野でございます。本日はどうもありがと

うございました。今後のスケジュールについて報告させていただきます。 

 まずは、先ほど議事の中で河川整備計画（原案）について、委員の皆様から御意見をち

ょうだいいたしましたので、これを踏まえまして、座長と相談させていただきながら、河

川整備計画最終案ということでまとめてまいりたいと思います。その後に関係部局、主に

農林部局や環境部局と最終的な確認をし、その後、国土交通省に対して同意申請という形

で事務の手続に入りたいと思っております。なお、その整備計画が策定された際には千葉

県ホームページとか、あるいは地域住民の方々皆さんに伝わるような形で、広く公表を考

えてございます。以上でございます。 

〇【司会】それでは、連絡事項といたしまして、今後の予定について御連絡させていただ

きます。 

 本日御討議いただきました内容につきましては議事録として取りまとめ、本日の資料と

あわせて千葉県のホームページに掲載させていただきます。また、県庁河川整備課、千葉

県文書館、千葉土木事務所及び千葉市都市河川課さんのところで、実際の書面で公開をさ

せていただきたいと思います。なお、議事録の作成、確認作業におきましては時間が必要

となりますので、一般への公開につきましては、平成 28 年４月下旬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、本日御発言できなかった御意見等が

ございましたら、お配りしてございますお手元の「意見用紙」、こちらに本日もしくはまた

後日でも結構ですので、御記入いただきまして、郵便またはファクシミリで３月 30 日の水

曜日必着で事務局宛てにお送りいただければと思います。 

 高橋座長並びに委員の皆様におかれましては、長時間にわたりまして熱心な御討議、あ

りがとうございました。 

 これをもちまして、第８回都川流域懇談会を閉会とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

 


