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令和 2 年度第 3 回千葉県県土整備公共事業評価審議会 議事録 

 

１ 会議の日時  令和 3 年 1 月 20 日（水）午前 9 時 30 分から午前 11 時 55 分 

２ 場   所  千葉県庁南庁舎 4 階会議室 

３ 出 席 者   

 （１）委 員 

   （来   庁）なし 

   （オンライン）轟朝幸、二瓶泰雄、渡部大輔、藤井さやか、阿部伸太、 

髙橋岩仁、二村真理子、 村晶子、小坂泰久 

（名簿順、敬称略） 

 （２）県土整備部幹部職員 

    河南県土整備部長、保坂都市整備局長、 

小髙県土整備部次長、渡邉県土整備部次長、高橋県土整備部次長 

 （３）関係課 

    河川整備課、県土整備政策課（事務局） 

４ 審議会に付した議題 

 （１）評価実施要領に基づく評価を実施する事業について 

 （２）その他 

５ 議事の概要 

  ・審議状況の公開について確認（千葉県県土整備公共事業評価審議会運営規程第７の

規定により、今回の４件について公開で審議することを確認） 

  ・傍聴者の入室（傍聴者０名、報道関係者３名） 

 

議事（１）評価実施要領に基づく評価を実施する事業について 

①社会資本整備総合交付金事業（海岸事業） 

九十九里浜侵食対策（事前評価） 

（事業担当（河川整備課）より事業内容を説明） 

○轟会長：ありがとうございました。それでは審議に移ります。ご質問、ご意見等ござい

ましたらご発言いただきたいと思います。 

○委 員：説明どうもありがとうございました。非常に大事な事業なのでぜひ進めていた
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だきたいと思っておりますが、少し細かいことをお伺いさせていただきたいと思い

ます。 

まずは２つだけお伺いしますけど、いま行おうとしている侵食対策で、砂浜がど

のくらい維持、もしくは砂浜の減少をどのくらい食い止められると試算されている

か。 

もう１つ、今後３０年ということでしたので当然気候変動の影響で、海水面自体

も上がってくるわけですよね。まずその効果を今回どうお考えなのか、その２点教

えてください。 

●事業担当：まず一点目でございますが、今の事業が始まる段階においての砂浜の状況か

ら後退させないように、構造物と養浜を必要なところに集中させていき、３０年間

で４０メートルの砂浜を回復するということで検討してございます。 

また二点目の気候変動についてでございますが、ＩＰＣＣの５次評価の報告書に

よって海面水位の上昇が予測されているので、海岸への影響としては、砂浜の汀線

の後退が懸念されますので、そういった知見や研究機関等の動向も注視しながら、

計画の見直しを検討していくということで考えております。ただ基本的には３０年

間事業を進めるにあたって、そういった砂浜の状態で、この状況そういったことも

踏まえながら、逐次事業の点検をして、効果的な事業を展開していきたいと考えて

おります。以上でございます。 

○委 員：もちろん気候変動の件は、どのようなシナリオでこれから進んでいくか３０年

後だともちろんよくわからないと思いますので、今課長からご説明いただいたよう

に、気候変動の状況を踏まえてこの事業を何か見直していく、ということが書いて

あるとすごくいいのではないかなと思いました。 

一点目はよくわからなかったのですが、まず現状維持したいという話ですよね。

その後、砂浜４０メートル前進させたいという説明をされた。そこはどういう関係

なのか、もう少し教えていただいていいですか。 

●事業担当：今回の事業では、目標の砂浜の幅を全体的に４０メートルということで設定

してございます。今の状況から４０メートルを出すということではなくて、全体と

して目標の砂浜幅を４０メートルとしたいという考えでございます。以上です。 

○委 員：４０メートルを今でも超えているところもあるし、４０メートルに足らないと

ころもあるけれど、平均値というかそれを４０メートルに設定しているということ
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ですね。 

●事業担当：はい、そうでございます。 

○委 員：わかりました。ありがとうございます。 

○轟会長：よろしいですか。今の件、私からも少しだけ確認をしたいのですけど、今４０

メートルが目標ですけど、現状はどのくらいになるのですか。 

●事業担当：だいたい０から２０メートルというところもございます。また逆に４０メー

トルを超えているところもございまして、４０メートルを超えていない方が多いで

す。 

○轟会長：はい。わかりました。その他いかがでしょうか。 

○委 員：計算の中身に関してはまた後で伺った方がいいと思いますが、まず整理の仕方

から。９ページの事業の必要性というところも大事かと思いますのでこの文言に関

して、コメントをさせてください。 

後半部に行きますと、２１ページに生物環境についての研究もありますが、９ペ

ージの環境というところを見ますと、ここの内容が景観資源としての活用オンリー

なんですね。 

環境のところにアカウミガメ、コアジサシとあります。これを見ますと、確かに

景観ではあるのですが、その効果はいわゆる自然資源の維持ですよね。ということ

であれば例えば「生態系サービスの維持」というような言い方を環境経済学ではよ

くいたします。もしくは「生物多様性の維持」ということであれば、もっとＳＤＧ

ｓに近い言葉になると思いますので、この文言を少し工夫されてはいかがでしょう

かというのがコメントです。以上です。 

●事業担当：ありがとうございました。 

○委 員：先ほどの砂浜４０メートルの件にも関わるのですが、前回評価の時の説明で

は、確か年間１.３７メートルずつ砂浜が減っているのを食いとめる、この事業を

すれば、年間６３センチ減るだけになるという説明をされていたように思うのです

けれども、現状ではどのようになっているでしょうか。 

●事業担当：前回、一応定量的にこのように配付しますというご説明をさせていただいた

と思うのですけれど、今回の計画では北九十九里の北部の方では、年間２万立方メ

ートルの養浜材を養浜して参ります。また、南九十九里では７万立方メートルの養

浜材を養浜して参ります。 
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こういったことで、実際にやってみて、どのように侵食が防げるか、或いは砂浜

が前進していくかということをモニタリングしていき、それをもって事業を展開す

るという考え方を現状はしております。以上です。 

○委 員：前回は年間の後退幅というのが出ていましたけれども、今モニタリングすると

いうことでした。もともと１００メートルあったということも、前回お聞きしたと

思うのですけど、今回目標の幅が４０メートルというのは少し説明の仕方という

か、数値の示し方が少し変わったように思います。それが何か事情がありました

ら、どういうことか教えていただけないでしょうか。 

●事業担当：目標砂浜幅４０メートルということで今後展開をしていきたいのですが、一

応これは防護の面から見た必要な砂浜幅は１０メートル、砂浜の季節変動の幅２０

メートル、地盤沈下による変動幅１０メートルと考えておりまして、これらの数字

１０、２０、１０を合わせた４０メートルがあれば目的は達成すると考えておりま

す。 

この目標砂浜幅の４０メートルにつきましては、検討会議でオーソライズされて

いる数字として、千葉県も今後進めていきたいと思っております。以上でございま

す。 

○委 員：現在の年間の後退する幅は何か数字ありますでしょうか。 

●事業担当：定量的な数字については、今把握していません。これからこの事業ともにモ

ニタリングのあり方もきちんとしまして、定量的なモニタリングをして参りたいと

思っております。以上です。 

●事業担当：屛風ヶ浦からの供給が減っている中で、大変だと思いますけれども大変貴重

な海浜だと思いますのでよろしくお願いします。 

○委 員：私も本事業、非常に意義の大きな事業だと思ってお聞きしておりました。 

ご質問ですが、今お話でも出た対策会議の計画を基にして、今回のスライドにあ

る計画を立てられているということになっておりますが、ここの会議の報告見ると

５年ごとに見直しをするというようなことが書かれております。 

そういう意味で今回は昨年７月に出された計画をもとに、事業を行ってそれに対

して評価をしているということですが、こちらの計画が見直しになった場合、それ

については、公共事業評価として事業の見直しをするというような認識でよろしい

でしょうか。 
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●事業担当：委員のおっしゃるとおりでございます。その都度モニタリングをして、事業

内容を大幅に変更する場合については、評価委員会にかけましてご審議いただきた

いと考えております。以上でございます。 

○委 員：もう一点、先ほどのスライドで事業費が総額３３０億円となっていますが、１

９ページの方が事業費１７６億円、現在価値に換算したということですが、金額が

違うのではと思ってしまうのですがそのあたりはいかがでしょうか。 

●事業担当：将来に向けて事業費を積んでいきますと、社会的割引率で計算していいくと

金額は下がっていきます。マニュアルに基づいて４パーセントの社会的割引率を用

いて計算しますとこのようになります。そういうことでございます。 

○委 員：わかりました。２ページと１９ページで同じ事業費という書き方がされていま

すので、わかるように少し書き方を工夫していただければと思いました。以上で

す。 

○委 員：１２ページあたりから具体的な便益の計算の考え方について書かれています

が、まず砂浜でのイベント利用のところを例にとって伺います。例えばこの砂浜が

ウィズアウトの状況であったら、このお客さんはすべていなくなってしまうという

ように見えるのですけれども、それで問題はないですかというのが一つ質問です。 

それから１９ページの残存価値の考え方についても教えていただけますか。残存

価値と先ほどの、もしこの事業をやらないと、イベントに人が来るとかハマグリが

取れるというような、すべての得ている便益が失われてしまうのか、教えていただ

ければと思います。 

●事業担当：まず一点目です。砂浜でのイベント利用、海水浴もそうですが、砂浜が無く

なりますと海水浴場が閉鎖される、或いはここのスライドに示されています上総十

二社祭りや花火大会、これらは昔から砂浜で行うものでございますので、砂浜が無

くなりますとそれらができないという過程でございます。便益については、砂浜で

行われるイベントのみ計上していますので、砂浜が無ければイベントが開かれない

という前提で便益の算定をしてございます。 

また二点目でございますが、残存価値につきましては、いわゆる構造物、離岸堤

やヘッドランドをこれから展開していきますけど、これに係る残存価値を計算して

ございます。以上でございます。 

○委 員：ありがとうございました。確かにもうこの九十九里浜が無くなるっていうこと
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は我々も考えられないことですからもちろんこれを維持するのは当然なのですけれ

ども、その上でいろいろ伺います。少し便益がプラスになる可能性があるかと思う

ところなのですが、この砂浜が維持されることによって、内陸の家屋が守られると

か、そのような便益はないのでしょうか。 

例えば河川ですとか、このような海際の便益を計算している時というのは、比較

的家屋が守られるという便益が大きいように思います。この辺りの人の住み方、立

地状況がわからないまま伺っているのですが、そこは便益として出せないものでし

ょうかという提案です。なぜこのようなことをわざわざ申し上げるかといいます

と、Ｂ／Ｃは１.２７ですよね。 

もちろん事業費増には十分注意されると思うのですが、うっかりすると１.２７

ぐらいの数字というのは、あっという間に下がってしまうというのを今までも見て

おります。本当に砂浜で行うイベントだけということで大変に真面目に計算なさっ

ているというのは大変よくわかるのですが、こういった便益というのは増えていか

ないですよね。事業開始の時が非常に大事かと思いますので、できましたら少し便

益項目を増やす可能性はないだろうか、ということを伺いたいと思います。 

それから先ほどハマグリについて、ブランドをとっているというお話でしたけれ

ども、ＧＩ、地理的表示をお取りなっているのでしょうか。以上です。 

●事業担当：まず先ほど砂浜があることによって防護の効果があるという話をさせていた

だきました。委員のおっしゃられるとおり、砂浜があることによって、いわゆる高

潮高波がより防げるということで、背後の家屋に対する安全性は高まるので、これ

は確かに便益としての考え方はあると思います。また、この地域は密集というより

も、全線に亘って家屋が点在しているような形でして、本当に委員のご心配のとお

りでございます。 

確かに浸水防護や、侵食による効果の便益は出せるということでございますが、

今回海岸利用に着目して計算しいるのは、二つ目の案件としてご審議いただきます

海岸高潮対策津波対策がございます。まず今ご説明しているものは海岸利用便益、

事業番号２の高潮対策については浸水防護便益を踏まえた形で便益を算出するとい

うことで、いわゆる便益の二重計上を回避するために考えさせていただきました。

ただ委員のおっしゃるとおり、侵食と浸水の防護についての便益について、我々も

検討していかなければいけないと考えてございますので、今後の検討課題にさせて
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いただきたいと思います。 

確かに出発のＢ／Ｃが１.２７というのは、ご指摘のとおりのことがありますの

で、そこはしっかりと考えていきたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

○委 員：ありがとうございました。往々にして事業期間が延びるケースが多いように見

受けられます。そうしますと、あっという間に費用が増えている状況も今まで、委

員全員で共有しておりますので、ぜひ期間が延びないように、それから事業費の高

騰論、お気をつけいただければと思います。以上です。 

○轟会長：それでは大体皆さんからご意見いただきました。私からも一言コメントしたい

のですが、１.２７はそんなものではないだろう、という皆さんの感触のとおりで

もっともっと大きいと思っております。今の防災の点もですし、九十九里という財

産も守っているので非常に重要だと思っています。 

ただ計算上どうしても計算しやすいところということでこのような数字になって

いるのだと思います。先程の意見のようにウィズアウトの場合がゼロと考えている

のは、少し大胆かなという気がしています。ですので、こういう考え方もあるので

すが、実際ゼロにはならないだろうという感じもするので、その辺りは注意をしな

ければいけないと感じています。 

とは言いながらも、非常に重要な事業であることは、皆さんの意識のとおりであ

ります。長期に渡る事業で再評価に諮ってくると思いますので、便益計上の仕方を

工夫いただいて、しっかりと便益計算ができるようにしていただきたいと思いま

す。 

それでは皆さんのご意見出そろいましたので審議をまとめたいと思います。海岸

事業九十九里浜侵食対策について、大きな反対の意見等ございませんでしたので、

対応方針案のとおり、事業着手することを了承してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○轟会長：では皆さんの了承をいただいたということで、本事業について対応方針案のと

おり、事業着手を決定いたします。ありがとうございました。 

 

②社会資本整備総合交付金事業（海岸事業） 

北九十九里～一宮海岸高潮対策事業（事前評価） 
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（事業担当（河川整備課）より事業内容を説明） 

○轟会長：ありがとうございました。では審議に移ります。ご意見ご質問等ありました

ら、挙手をお願いいたします。 

○委 員：ご説明またありがとうございました。確認ですが、今回の事業はもともと今復

興事業で土堤を九十九里で造っていると思います。それにプラスするコンクリート

被覆１０７億円だけを対象としているのですか。 

●事業担当：はい、そのとおりでございます。 

○委 員：とした時に、１６ページにＬ１の津波が来たときに、全く被害を受けないと書

かれていますが、これは土堤の部分を含めた効果ですね。 

●事業担当：はい。そのとおりです。 

○委 員：今回は復興事業も含めた評価をされているのですか。 

●事業担当：国の指針によりますと、復興事業の便益をそのまま今回の事業に充て込むと

いうことになってございまして、そういった意味では評価手法といたしましては、

同じ便益を用いています。今スライドに出ている③費用便益分析、赤く囲っていま

すがＢイコールＢで変化なしと書いてございます。これは、左側のＢは今回で言え

ば復興になっています。あくまでも復興事業の計画内容で、こういうものについて

は定量的には評価できないという考えのもと、ＢイコールＢということでございま

す。 

○委 員：たぶん本当はもっと便益すごくあるってことですか、おそらく。１３ページに

もＬ１を超える津波が来た時の被害の図で、コンクリート被覆を相当されていれば

右の図まではいかないだろうというのが一般的だと思います。そういう意味でいう

と、過小評価しているのかな、という話です。わかりました。 

あともう一点、すごく重要で先程の一つ前の事業でも出た質問と同じです。海岸

堤防単体で津波から守っているわけですが、実は砂浜というのは沖側には防波堤が

あったりして、高波高潮も含めた防護機能を果たしているわけですよね。だから何

か無理やり1個ずつ当てはめてという評価の仕方にもともと無理があるので、何と

かならないですかという気がします。 

●事業担当：もともと整備されている防波堤とか、そういった海岸施設についても含めた

評価についての意見だと思いますが、確かに実現象としては、委員の仰るとおりだ

と思います。一応今回につきましては、粘り強い復興護岸を構築するという事業に
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当て込んでいますので、そこだけを評価しているところでございますが、今後の検

討課題とさせていただきたいと思います。 

○委 員：１７ページ、先ほども触れられましたけれども、今回と復興便益が同じという

部分ですが、そもそもこういう時には、人的被害はもう盛り込まないというのが前

提なのでしょうか。こう言ってはなんですが人的被害を含めると便益が上がります

よね。粘り強い構造にすると９分間持つという議論でいきますと、そうでないと人

は逃げきれていないだろうという発想となります。この事業を行うことによって人

的被害がある程度削減できるはずだと思います。質問に戻ります。 

人的被害はそもそも入れてはいけないものなのですかというのが、質問の１点目

です。それから２点目として、今回コンクリート被覆を行う場所というのが、正直

素人から見ますと、随分細かい、点在とした状況であると思うのですが、ここを選

んだ理由について、構造上ここが重要だという理由と、それからこれで十分なのか

というのを伺いたいと思います。以上です。 

●事業担当：まず１点目の人的被害でございますが、それを定量的に計算する手法がまだ

決まっていないところがございます。どう定量化するかというのは、国も示してい

ない状況であります。 

また今回事業を行う１２.５キロメートルをどのように選定しているのかでござ

いますが、この九十九里の特性といたしましては海岸堤防があってすぐに人家が連

担する場所が一つ。それから砂が飛んでくる被害を防止する保安林が分布していて

その裏に家がある、大別するとその二つになります。今回は津波の被害が来たとき

に、直接影響を受けやすい堤防の背後に隣接する家屋や事業施設を守るということ

を第一優先にしました。そこ選定したのが１２.２キロメートルになりました。委

員が仰られた細かく点在しているということについては、現地の状況から踏まえ、

まず影響を受けやすいところをしっかりとケアしていく、というのが今回の事業の

趣旨でございます。 

○委 員：今回の事業は津波による浸水被害を軽減するということで非常に大事な事業と

思っていますが、地震発生時に伴う地殻変動による地盤沈下や液状といった問題に

ついては、今回のコンクリートの被覆でも対策を考えられているか教えてくださ

い。 

●事業担当：地盤変動の考え方につきましては、すでに復興事業で考慮しているところで
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ございます。それをさらに強固なものにしますので、一応考慮はしているという考

えでおります。 

○委 員：今回の事業区間についてお聞きしたいのですが、スライド2ページ目、先ほど

の案件は南九十九里地区を中心に整備されるというこで、今回はこの北九十九里も

含めてというようなことになっているかと思います。前の案件と今回の事業とかな

り関係性が深いと思うのですが、一体的に行うことによって公費の削減とか、そう

いったメリットのようなものはあるのでしょうか。 

●事業担当：事業の展開としまして具体的に行うという考え方は持ち合わせてはいないで

すが、結果的には砂浜が回復することによる防護の機能、及び、今の海岸での土堤

を強固にするということは、これが相乗効果としてはあると考えています。事業の

進展としてはリンクさせるということは考えていませんでした。 

○委 員：先ほどのは侵食ですし、こちらが津波高潮ですので目的が違うというのはわか

るのですが、隣接しているので工事の手順を間違えると、何か不具合がありそうか

なと思ったところです。 

○委 員：すいませんもう1点お伺いしたいのですが、１９ページで環境に与える影響と

して、景観への影響があるというお話だったかと思います。コンクリート被覆する

ことによる景観や生態系への影響に対して何か対策というのは考えているのでしょ

うか。 

●事業担当：それにつきましては、コンクリートに変わることによって景観が良くないと

いうこともあると思いますので、今後検討できることはコンクリート覆土するとい

うことも一つの選択としてあると考えております。1局で検討段階でございますの

で、今後その辺りも踏まえて検討していきたいと思います。 

○轟会長：では皆さんからご意見いただきましたので、私からも。繰り返しになってしま

いますけど、この事業は非常にその重要性が高いのはわかっています。復興と合わ

せた追加的な評価が難しくて、評価と実際の事業との関係が複雑ですが、でも必要

性というのがあると思いますし、合わせても非常に高い便益が言われています。先

ほどの前の案件と合わせて効果が発揮する部分も大きいと思いますし、それから先

ほどご指摘あったように施工においても、留意すべきことがあると思いますので、

併せて災害対策を含めての環境を造っていただけると思います。 

それでは皆さんからご意見、出揃いましたのでまとめていきたいと思います。海
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岸事業、九十九里～一宮海岸についてですが、対応方針案のとおり、事業に着手す

ることを了承するとしてよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○轟会長：ご異議ないようですので、了承とさせていただきます。 

 

③社会資本整備総合交付金事業（河川事業） 

一級河川利根川水系 印旛沼・印旛放水路・長門川（再評価） 

（事業担当（河川整備課）より事業内容を説明） 

○轟会長：ありがとうございました。では、審議に移ります。ご意見ご質問等ございます

でしょうか。 

○委 員：説明どうもありがとうございました。非常に大事なので、治水安全度はもとも

と１０分の１とそれほど高くない設定なので、ぜひそれを達成するように進めてい

ただきたいと思っています。 

最後の方の代替策の説明について質問です。たぶん今いろいろなダム等で事前放

流をしていると思います。印旛沼もぜひそのように事前放流によりもともと溜まっ

ている水の量を減らしておけばかなり有効なはずですけれど、その辺りの対策は進

められる予定でしょうか。 

●事業担当：委員のお話しのとおり、印旛沼も予備排水を行うこととしてございます。予

備排水の基準といたしましては、７２時間前の予想総雨量が１００ミリに達した場

合に、常時満水位をかんがい期ではＹ.Ｐ.２.５メートル、非かんがい期ではＹ.

Ｐ.２.３メートルとしているところ、予備排水によりＹ.Ｐ.２.０メートルまで下

げることで、かんがい期で５０センチメートル下げ、非かんがい期で３０センチメ

ートル下げるという運用をしているとこでございます。それによって水が集中する

ところを下げて、治水効果を高めるということで動いております。以上でございま

す。 

○委 員：ありがとうございます。ぜひ着実に進めていただきたいと思います。長門川の

放水路を改修して、利根川への排水を着実にするというのは必要なのですが、結局

利根川の水位が高いと、その排水も制約を受けますので印旛沼の流域全体でしっか

り行うこともあわせて重要だと思っています。以上です。 

○轟会長：私から１点、今回、事業で長門川の部分を追加したとのことです。全体的に見
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て必要性はあると思うのですが、これを追加した背景をもう少しご説明いただきた

いのでお願いします。 

●事業担当：令和３年１０月２５日の降雨では印旛沼流域でかなりの豪雨が降りまして、

印旛沼の水位が特に上がってしまいました。そのために支川である鹿島川や高崎川

で主に浸水被害が発生したという背景がございます。これを今後対応するには、印

旛沼の水位をいち早く下げるということが一番大事でございまして、そのために利

根川への排水することができる長門川の排水能力を高める、増大するということ

が、一番の事業の背景となってございますので、今回追加したということでござい

ます。 

○轟会長：長門川の事業が６ページでは平成２９年度からとなっており、これは令和元年

度の話なので、これはつまり予測できていたので対策を始めたが実際に起きてしま

った、ということなのか、その辺り時間軸があわないのですが、どうでしょうか。 

●事業担当：もともと長門川の改修は、印旛沼の排水流路となっておりますので、その必

要性は鑑みてございまして、国と調整をしながら事業化を図ってきたということで

ございます。その中で今回、昨年の事象があったため、本格的に進めなければいけ

ないという千葉県の考え方でございます。平成２９年度の段階での事業化ですがそ

のきっかけとなる事象は、平成２５年の台風２６号で、やはり同じようにこの流域

の浸水被害があったことが契機となり動き出したということでございます。 

○轟会長：はい、わかりました。その他いかがでしょうか。よろしいでしょうか。では意

見をまとめたいと思います。河川事業印旛沼・印旛放水路・長門川について、対応

方針案のとおり、継続とすることで了承してよろしいでしょうか。 

（異議なし） 

○轟会長：では皆さんからご異議の声がありませんので、了承ということにさせていただ

きます。本事業は継続ということで決定いたしました。 

 

④社会資本整備総合交付金事業、大規模特定河川事業、事業間連携河川事業、 

河川激甚災害対策特別緊急事業（河川事業） 

二級河川一宮川水系 一宮川・阿久川・豊田川・三途川・水上川（再評価） 

（事業担当（河川整備課）より事業内容を説明） 

○轟会長：ありがとうございました。では、審議願います。ご意見ご質問等ございますで
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しょうか。 

○委 員：説明どうもありがとうございました。初歩的な質問ですが、年末年始の頃、一

宮川の流域治水に係る河川整備の方針が決まったと思いますが、それがこの事業に

反映されているということですか。 

●事業担当：はい。上流域及び支川についても河川整備の考え方、流域の治水対策のあり

方につきましては検討会で案を作成し、昨年１２月２１日の減災対策会議で流域市

町村長に説明させて頂き合意を得たという流れになっております。したがってその

考えに基づいて、今後県として意思決定し、河川整備計画の変更を行って事業を展

開することになります。 

○委 員：その事業費も今回見込まれているということですか。 

●事業担当：河川整備に関する事業は見込まれておりますが、流域治水対策に関する事業

は見込まれておりません。 

○委 員：流域治水に関する分はまた別のところから予算化されるということでしょう

か。 

●事業担当：はい。 

○委 員：もう一点質問です。一宮川では頻繁に災害が発生するのでぜひ何とかして欲し

いと思っています。５０分の１の降雨規模の氾濫の話と、令和元年１０月２５日豪

雨の氾濫シミュレーションがどのような関係の扱いなのかよくわからなかったので

すが、まず令和元年災害は何分の１と評価されているのですか。 

●事業担当：令和元年の降雨については短時間集中型となっておりまして、１２時間で１

０月総雨量の大半を占めており、洪水到達時間が６時間になっているのですが、こ

の中の流域平均規模は１８３ミリでございまして、６９分の１程度の規模となりま

す。 

この事業につきましては河川整備計画上１０分の１の整備をしておりまして、今

回便益の算出の中で５０分の１、３０分の１の氾濫シミュレーションを行っており

ますが、これは年超過確率１／１０対応の整備後に計画超過降雨を与えた場合にど

うなるのか検討するため行ったものです。 

○委 員：この事業はあと１０年程度ですが、５０分の１の雨には対応できる事業になっ

ているということですか。 

●事業担当：河川計画上は、河川整備基本方針で５０分の１をうたってございまして、そ
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こに記載しているメニューには今回の事業を踏まえ付加していく必要があると考え

ています。 

○委 員：その話と今回の評価の話がどうしても、何かすれ違っているのですが、少なく

とも今回挙げられている流域治水のプロジェクトを行うと５０分の１の雨が降った

場合３パーセントくらいの被害になる。令和元年の災害は確率規模にすると６９分

の１ということですよね。 

●事業担当：河川計画上の５０分の１と、先程説明した６９分の１では時間が異なるので

一概に比較はできません。 

○委 員：もちろん雨の降り方、どのような時間スケールで考えるかで大きく変わってし

まうので、今説明されたとおりなのですが。少なくとも５０分の１確率の降雨に関

しては被害が３パーセントになる事業が１０年後にはできるということですよね。 

●事業担当：はい。 

○委 員：わかりました。ぜひ進めてください。 

○委 員：この範囲のハザードマップを拝見して、もともと浸水が想定される地域で非常

に事業規模を拡大して対策をとるということも重要性はわかるのですが、一方で都

市計画の分野で考えますと危険なところから移転するという考え方もあると思いま

す。今回代替案のあ中で示して頂いているものはおそらく工法の選択肢の中で示さ

れていて、今回の事業評価の中の代替案をどこまでの範囲で考えるべきなのかとい

う点です。事業費が上がってしまうという中なので、危険度の高いところから移転

する等幅広く治水することと、実際に事業を動かす方と、そこでの代替案というの

も比較したうえで今回の案を選択した、と説明された方がよい気がしました。その

辺りについて少し検討されていることがあれば教えてください。 

●事業担当：委員のおっしゃる通りでございまして、特に上流域や支川などについては、

改修してもどうしても浸水範囲があります。こういったところについては、ご指摘

の通り土地利用規制といったことを踏まえて、流域対策として直接家屋に影響がな

いような方策を、市町と相談しながら展開するということを来年度から進めようと

考えております。単なる河川整備だけではなく、そういった要素も含めて事業を展

開していきたいと考えております。 

○委 員：ありがとうございます。多分現にお住まいの方を動かすのはとても難しいこと

なので、それを推進したいわけではないのですが、全体の事業効果と費用対効果と
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いうところには、少し気になりましたので、あわせてご検討いただければと思いま

す。 

○委 員：本事業は大変重要ですし、先程触れられたように、土地利用で動ける部分な

ど、総合的に判断していただければと思います。事業化する際に地元の意見交換会

での意見を踏まえて様々なことを検討しているということですので、そのように丁

寧に進めていることは大変心強いことだと思います。６ページの今後事業化のとこ

ろで、水田や休耕田等の遊水機能の保持と書いてありますが、それについて具体的

にどのようにしていくか、また事業化するとしたらどのような形でというのについ

て、お考えがあれば教えてください。 

●事業担当：例えばですが、大きなものといたしましては、水上川という川が写真の左側

にありますが、この水上川付近には休耕田がございます。こういったところを何か

活用できないかという発想がございまして、洪水時に計画的に水を溜める計画遊水

地という位置づけ行い上流の洪水抑制を行いたいと考えています。その際は、土地

を買って遊水地とするのか、或いは、こういう時には水がたまりますということを

地権者に同意をいただく地役権設定をするとか、そういったいろいろな考え方がご

ざいますので、その辺は研究しながら地元とも調整し、取り組んで参ります。 

○委 員：ぜひ総合的な視点で地元とよく調整されながら、やっていただければと思いま

す。ありがとうございました。 

○委 員：同じところでございまして、水田休耕田等の遊水機能の保持ですとか、現在行

われている事業の中でも遊水機能というキーワードがあったと思います。最近方々

でグリーンインフラという議論が行われているのをよく聞きます。要は河川をしっ

かり造って雨水を流すだけではなく、染み込ませるというような効果を見込む、そ

ういう意味です。最先端の議論をうまくこういうところにキーワードで取り入れら

れると、千葉県すごいな、ということになるのではないかと思った次第です。 

先ほどの、もう少し移転等もお考えになったらどうかという意見、そのとおりだ

なと思いながら伺っていたのですが、今回代替案の検討が随分明確に出されたなと

いうのが私の感想で、他の選択肢も含めて今後もお進めいただきたいと思います。 

若干の質問です。最初のところで、家屋及び役場、要配慮者利用施設というとこ

ろですが、要配慮者利用施設と言った場合には、途中キーワードとして社会福祉施

設という言葉が出てきましたがそのようなものをイメージすればよろしいでしょう
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か。 

●事業担当：これは所謂、特別養護老人施設や保育園、保育所、そういったものをイメー

ジしているところです。 

○委 員：明確にターゲットが決まっていって、そこは今回の事業でクリアできるという

理解でよろしいでしょうか。 

●事業担当：その通りでございます。 

○委 員：ありがとうございました。 

○委 員：全体に通じる話ですけれども、本日の４つの案件自体は非常に大切な話だと思

いますし、命と財産を守るっていう立場があり緊急性を要すということで、私はこ

れまで何も話してなかったのですが、ただ例えば九十九里の事業でも後背地の市町

の緑系の拠点だとか、ネットワークだとか、そういったマスタープランの存在によ

って、土堤をコンクリート被覆することの設計のレベルというのが多分違ってくる

と思います。そういった多重防護の観点ですとか、先ほど印旛沼全体でという言い

方をされたことや、流域治水という考え方のお話されたように全体とのバランスに

よって、この事業の設計レベルや事業費は変わってくると思います。九十九里の方

ではまだそういったマスタープラン、特に緑系はできていないという話でした。ぜ

ひ今後はそういったところは検討を進めて、その中でこの事業の設計レベルや金額

的な妥当性というのを検討していく方向性を持っていただければなと思います。要

望ということだけで発言させていただきます。 

●事業担当：この４つの事業いずれも全部規模が大きくて、社会的に影響が強いという認

識でございますので、委員がおっしゃられたことについてはしっかり考えながら事

業を進めていきたいと思います。 

○轟会長：私もやはり同感で治水の面からも、或いは公園等の利活用の面からも、そうい

ったところをうまくできれば人を呼び込むもできるし、地域のためには複合的に総

合的に考えなければいけないのではないかなと、本当にこの４件通じて思っていた

ところです。ぜひご検討いただくよう、よろしくお願いします。 

○委 員：私も総括的な意見です。この４つ目の案件は昭和４６年からということで、今

年で５０年ということになります。もちろん河川整備は非常に時間がかかるといっ

たことはわかるのですが、やはり５０年を経つと初期の頃に整備されたものは大規

模な改修ですとか、２巡目に入るということもあるかと思っています。今回の１件
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目の案件も３０年近い非常に長いプロジェクトです。もちろんその必要性があるか

ら伸ばしていくというのは重要なのですが、例えば５０年で１度再点検をするです

とか、長期的な視野での事業の全体的な見直しのようなことも必要なのかなと思い

ながらお聞きしておりました。その点についてはいかがお考えでしょうか。 

●事業担当：委員がおっしゃられた通りだと思います。やはり歴史的に考えますと、大き

な洪水を受ける度に対策、対応をしてきたというのが一宮川の歴史となっていま

す。そういった意味では、今まで行われてきた事業がどうだったのか、そして今後

はどうしていくのかという視点も、県としてある程度議論して、明確にしていかな

ければいけないところであります。とにかく今後、本日説明させて頂いた４つの事

業、もう一度原点に戻って今後どう考えていくということもしっかり議論させて頂

きたいと思います。 

○委 員：非常に長期的なものですので、今後の地球環境の大幅な変動も含めて、国家百

年の計のような形で、見直しも必要なのかなと思ったところです。どうもご回答あ

りがとうございました。 

○轟会長：少し関連して私から１つ質問があります。８ページで、これは過去ずっと行っ

てきた事業ですが、２行目の一宮川について、前回評価時には入ってなくて、今回

評価に入れている。それも事業が完了しているということですが、この意図がいま

いちわからないりません。さらにこれを入れた時と入れないときでは、最終的な評

価結果はどのように変わってくるのか、と思いながら聞いていました。この点はど

うでしょうか。 

●事業担当：前回の平成２７年の事業評価では、主に事業として実施中の広域河川改修事

業をターゲットに事業評価を行いました。そのためそれまで行われていた事業につ

いては、便益とコストから外して評価していました。 

今回は考え方を変えまして、下流から上流域まで一連の流域の中で、全体を通し

て、事業評価を行いたいという発想で、過去の激特事業なども踏まえたコスト、便

宜を取り上げて評価したということでございます。 

○轟会長：そういう考え方もあると思いますけど、いつも言っている下水は流域全体で行

っています。わかりましたそういう考え方に基づいていると。 

●事業担当：２行目グレーの前回完了済みの事業について、もしこれを抜いて評価いたし

ますと、費用便益比は４．５となり、投資効果はあると判断しております。 
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○轟会長：それでは皆さんからご意見、出揃いましたのでまとめていきたいと思います。

河川事業、一宮川について、対応方針案のとおり、継続を了承することとしてよろ

しいでしょうか。 

（異議なし） 

○轟会長：では皆さんからご異議の声がありませんので、本事業は継続ということで決定

いたします。 

 

議事（２）その他 

○轟会長：では、議事(２)その他について、事務局からございますでしょうか。 

●事務局：今年度３月８日月曜日に第４回目の審議会を予定しております。 

開催のお知らせ出席調整は改めてご連絡させていただきますので、どうぞよろし

くお願いいたします。事務局からは以上でございます。 

○轟会長：それでは委員の皆様から何かありますでしょうか。よろしいですか。 

では長時間にわたり議事進行にご協力いただきましてありがとうございます。皆

さんのおかげで慎重に審議を行なうことができました。 

 


