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平成２１年10月
 国土交通省

 
北陸地方整備局

阿賀野川水系河川整備計画（骨子）に対する
 住民等からの意見聴取について［上流分］
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資料－４



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

◆実施時期：平成21年9月14日～9月30日

 ◆実施方法：沿川住民への配布、事務所及び各市町村役場等閲覧、HPへの掲載

 ◆配布先

 
：沿川の住民など

 ◆配布部数：約１,000部

 ◆回答数

 
：156名

説明用パンフレット

２

「阿賀野川水系河川整備計画（骨子）」はいかがでしたか？
皆様のご意見をお聞かせください。

利水

環境

治水

■「減災」への取り組みについて

4. 水防活動の継続支援

5. その他（ ）
2. 防災情報の高度化・提供

■治水対策について

3. 洪水ハザードマップ作成支援1. 防災拠点の整備

4. 水衝部対策

5. その他（ ）
2. 湯川洗堰改築

3. 堤防の完成化（浸透対策含む）1. 下流狭窄部改修（長井地区）

■「減災」への取り組みについて

4. 水防活動の継続支援

5. その他（ ）
2. 防災情報の高度化・提供

■治水対策について

3. 洪水ハザードマップ作成支援1. 防災拠点の整備

4. 水衝部対策

5. その他（ ）
2. 湯川洗堰改築

3. 堤防の完成化（浸透対策含む）1. 下流狭窄部改修（長井地区）

に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

(複数回答可）

に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

(複数回答可）
■流量について

3. その他（ ）

2. 渇水調整及び渇水補給

1.   流況等のモニタリング

（河川環境保全のための必要な流量の調査検討等）

■流量について

3. その他（ ）

2. 渇水調整及び渇水補給

1.   流況等のモニタリング

（河川環境保全のための必要な流量の調査検討等）

■水質について

3. 湯川等における水質改善

4. その他（ ）

2. 水質事故時の対応

1. 水質調査の継続実施

■水質について

3. 湯川等における水質改善

4. その他（ ）

2. 水質事故時の対応

1. 水質調査の継続実施

に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

3 工事による環境への影響軽減

4. その他（ ）

■河川環境について

2. 自然再生事業の推進

1. 多自然川づくりの実施

3 工事による環境への影響軽減

4. その他（ ）

■河川環境について

2. 自然再生事業の推進

1. 多自然川づくりの実施

(複数回答可）

■河川空間の利用、河川管理について

3. その他（ ）

1. 地域の文化・歴史と一体となった川づくり

2.   地域と連携・協働する河川管理

■河川空間の利用、河川管理について

3. その他（ ）

1. 地域の文化・歴史と一体となった川づくり

2.   地域と連携・協働する河川管理

維持管理維持管理

ご意見募集期限 [平成21年9月30日]
ご協力ありがとうございました。ご意見は、今後の計画策定に反映させていただきます。

に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

(複数回答可）■維持管理について

1. 河川の巡視・点検 3. その他（ ）
2. 河道の維持管理（堆積土砂、樹木など）

アンケート用ハガキ



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

アンケート集計結果
年齢

46.8%

32.7%

9.6%

8.3%
0.6%0.0% 1.9%

60歳以上

50歳代

40歳代

30歳代

20歳代

20歳未満

無回答

回答人数　156名

性別

92.9%

6.4% 0.6%

男

女

無回答

回答人数　156名

住所

32.7%

28.8%

9.0%

7.7%

11.5%

9.6% 0.6%
会津若松市

会津美里町

会津坂下町

喜多方市

湯川村

下郷町

無回答

回答人数　156名

会津若松市

会津美里町

会津坂下町

喜多方市

湯川村
下郷町

３

年 齢 性 別

住 所

６０歳以上

５０歳代

４０歳代
３０歳代



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

質問：

 
治水

 
に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

•樹木群の適切な管理
•流れを良くする
•もう工事は無用
•河川、堤防の整備
•山の木を切らない
•樹木除去
•河道掘削、偏流及堰の新改良
•子供遊べるように
•災害時の対応
•河川内立木伐採
•湯川樹木群の伐採。河道低下の為、特にお願いしたい。

5.その他

治水対策について

12

27

82

37

56

0 20 40 60 80 100 120 140

5.その他

4.水衝部対策

3.堤防の完成化（浸透対策含む）

2.湯川洗堰改築

1.下流狭窄部改修（長井）

（人）

回答人数　156名

■「重要と思われる」に選択した人数

４



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

質問：

 
治水

 
に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

5.その他 •いらない
•特になし
•樹木伐採

減災について

4

32

40

57

73

0 20 40 60 80 100 120 140

5.その他

4.水防活動の継続支援

3.洪水ハザードマップ作成支援

2.防災情報の高度化・提供

1.防災拠点の整備

（人）

回答人数　156名

■「重要と思われる」に選択した人数

５



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

質問：

 
利水

 
に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

5.その他 •放水量を管理する

流量について

2

77

70

0 20 40 60 80 100 120 140

3.その他

2.渇水調整及び渇水補給

1.流況等のモニタリング
（河川環境保全のための必要な

流量の調査検討等）

（人）

回答人数　156名

■「重要と思われる」に選択した人数

６



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

質問：

 
利水

 
に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

5.その他 •よし根をのびないうち刈取る事
•水質が悪化しています。
•キケンのない川

水質について

3

55

27

90

0 20 40 60 80 100 120 140

4.その他

3.湯川等における水質改善

2.水質事故時の対応

1.水質調査の継続実施

（人）

回答人数　156名

■「重要と思われる」に選択した人数

７



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

質問：

 
環境

 
に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

5.その他 •水門の点検
•樹木管理
•阿賀川の樹木管理
•河川公園化の推進
•楽しい場所に
•※カワウ対策をとって下さい。会津盆地の中央を流れる一級河川をみんなで守ろう！

河川環境について

7

34

66

68

0 20 40 60 80 100 120 140

4.その他

3.工事による環境への影響軽減

2.自然再生事業の推進

1.多自然川づくりの実施

（人）

回答人数　156名

■「重要と思われる」に選択した人数

８



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

質問：

 
環境

 
に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

5.その他 •特になし
•河川敷の利用（多目的に）

河川空間の利用、河川管理について

3

86

69

0 20 40 60 80 100 120 140

3.その他

2.地域と連携・協働する河川管理

1.地域文化・歴史と一体となった
　川づくり

（人）

回答人数　156名

■「重要と思われる」に選択した人数

９



国土交通省 北陸地方整備局国土交通省 北陸地方整備局

質問：

 
維持管理

 
に関する具体的内容のうち、重要と思われるものに○をつけてください。

5.その他 •河川法面の木折り

 

田に日光が当らない
•ゴミのポイステ、犬の糞対策巡視強化
•原野の樹木群の刈取りを願います。
•アカシヤ

 

樹木の除去(2名)
•総合学習の支援
•草かりをもっと多く
•ごみの撤去

維持管理について

8

120

56

0 20 40 60 80 100 120 140

3.その他

2.河道の維持管理
　（堆積土砂、樹木など）

1.河道の巡視・点検

（人）

回答人数　156名

■「重要と思われる」に選択した人数
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

1 素晴らしい基本理念達成の為、今後供、さらなる御活躍を祈っております。

2 川は永く在る。永く在る川をつくって下さい。

3
50年、100年に一度の大洪水の対応に力を注いで下さい。毎日の地道なお仕事大変
でご苦労様です。沿川の住民として感謝申し上げます。

4 治山、治水は政治の要請、国家百年の大計の為にもしっかり取り組んで戴きたい。

5
湯川放水路の堤防を毎日散歩している者ですが阿賀川の河川整備には治水、利
水、環境と総合的に考えて整備計画されていることがわかりました。

6 堤防に、利便性を求めない様にしてほしい。

7 安心して生活が営める河川となる様願います。

8

河川、堤防等の工事は末代への大事業、小手先でなく未来を見据え完全に行って下
さい。今秋から着手予定の阿賀川堤防改修工事も勝常集落の地枚者として大いに
賛成です。地代買収に多少(広規格道路買収価格)予算を費やしても悔の無い工事
を切望します。

9 平成20年度■■■阿久戸■地の工事立派に出来ました

10
川を見ると、何となく心が広く豊かになるような気がします。美しい川をずっと続けて
行けるよう頑張って下さい。

11 将来のきれいな河川作りを希望します。

12
川　聖域だった時代から親しめる河川になってきたことは素晴しいと思います。守る
べきを守り更に親しむべきをしっかり親しめる計画としていただきたいと思います。

13
堤防が、改築され遊歩道が出来、景観もよく、毎日の散歩も気持ち良く大変感謝して
ます。子供たちが安心して遊べるような河川にしてほしいと思います。これからも環
境のよい川づくり宜しくお願いします。

14 川で安全に遊べるよう、防災整備と、水質改善を希望します。

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

河川整備計画全般について

　本整備計画の趣旨、河川整備の基本理念及び本整備計画の整
備目標に記述しておりますが、ご意見のとおり、治水、利水、環境
に関わる施策を総合的に進めていきたいと考えております。

（原案）
P1～P2
P119～
P121

1/17



　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

15
自然への畏怖の念を持ち、人間の都合だけを優先しただけの河川とすることなく、多
様な生物が生息できる自然と調和した趣きのある、親しみの持てる河川となる様願
います。

16 年に数回川に行く。

17 行かない。

18
・四国、四万十川の様な沈下橋を架設してはいかがか?会津鉄道門田駅南～会津美
里町大石

19 河川に興味がある。

20 川は私達生活です。いつまでも大切にしたいと思います。

21 日頃皆さまのご活躍に感謝しております。おけがなどなさいませんように…。

22 先人の労苦に感謝し、より以上にして子孫に残す事ではないでしょうか。

23
地方では、公共事業（河川、道路）が多いに必要であり、民主政治の考えはおかし
い。今後共、ガンバッテ、予算確保に努めてください。応援しています。

24 少ない金額で済むような事業内容で進めてもらいたい。

25
治山、治水をいいわけにした無だな河川整備はやめてもらいたい　川は自然なかた
ちで流れているのが もよいのである

26 むだ使いをしないで必要な事をしてほしい。

27 意見等を川づくりに生かしてほしい。

28 地域住民の、要望意見を同じ目線で対応して頂いている事に感謝しています。

29
美しい阿賀川を今後も維持する為に、市民の意見を取り入れつつ、計画を進めてい
ただきたい。

　本整備計画は、阿賀野川水系河川整備基本方針に基づいた河
川整備の当面の目標であり、本計画を基に、洪水氾濫等による災
害から貴重な生命、財産を守り、地域住民が安心して暮らせるよ
う河川の整備等を進めていくものです。
　なお、本計画は現時点の流域における社会経済状況、河道状
況等を前提として策定するものであり、策定後のこれらの状況変
化や新たな知見、技術の進捗等により、必要に応じて適宜見直し
を行っています。

　整備計画作成にあたって、地域住民の皆様からの意見聴取は、
パネル展・事務所ホームページ・沿川市町村配布によるアンケー
トにより実施しております。現在も事務所ホームページにおいて、
随時募集しております。いただきましたご意見は、河川整備計画
原案作成の参考にさせていただくとともに、対応を付して公開いた
します。

－

（原案）
P1、P4

※前ページ
に同じ

※前ページに同じ
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

30

ＨＰ見ました。良く出来ていると思いますが、声による広報を御願いします。（ＨＰは、
作る方は唯一のものですが、アクセスする方は無数にある中の一つですので、あま
り情報が伝わるとは思われません）里山的な自然保護（人手をかけるけれど重機に
頼らない）をお願いします。

31
河川事務所は、活動している内容を皆にもっと知ってもらっては?私も何をしている所
かあまり良くわかりません。

32
今時、どういう趣旨でこういうことをやっているのか皆目わかりません。税金の無駄使
いとしか思われません。前から不思議でしたが、阿賀川河川事ム所ではどういう仕事
をしているのでしょうか。よく説明して欲しい。

33
何が重要か？と問われても全てが重要だと思うし、住む所によって優先順が決まっ
てしまう。果してそれで良いのか？専門家にお任せするしかないと思う。

34
正直のところ、この種のことについての情報不足で、専門的な点はお答え出来ませ
ん。資料を見て、アンケートの答、皆必要に思います。

35 図や写真が小さすぎてよくわからない。

36 字が小さく見づらい。もう少し大きくしてほしい。

37
アンケ-ト用紙が良い紙すぎるコスト縮減は？
阿賀川だけでなく、そこに流れこむ河川の整備も一緒に考えるべきではないか？

38
国土交通省として予算を減額されるのを恐れ民主党への圧力としてこんなアンケート
をする事が税金の無駄使い。保身ばかり考えるな！！

39 ※アンケート用紙は立派すぎだと思います。有効な使い方をと感じます。

40 特にない

　本整備計画策定段階はもとより今後の河川工事や河川管理の
実施段階においても、積極的な情報の公開と情報の共有に努
め、参加・連携の機会を確保することにより、行政と地域との対話
や相互理解を促しながら本整備計画を推進します。
域内外の多くの方に知ってもらうため、ホームページでの広報活
動や意見収集を通じて、利用しやすいように改善していきます。
　今後は、よりわかり易い資料作成や説明となるよう努力して参り
ます。今後とも効率的で効果的なご意見の伺い方を実践したいと
考えております。

（原案）
P166～
P169

3/17



　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

41

テレビ等の報道によると、冶水対策を行う時、地域の人は対策をしてもらいたいと
言っているのに、別の地域の人が遠くから来て、環境対策や自然破壊と言って抗議
（反対）している。ちょっとおかしいと思う。地域人は、必要としているのに他の地域か
ら来て反対している。この矛盾を解決しないと前に進む事は出来ないのでは・・ない
かと思う。生活と自然どちらも大切だから。行政のリーダーシップがより求められる時
にように思います。

42
S30～40年頃とちがってダム（大川ダム）の完成により洪水等の心配もなくなってきて
いるように思いますが、現在は集中豪雨によって多大な被害を受けている地域もあ
るようです。

43
幾度もの大洪水に見舞われ耕地を失い、その災害は甚大なものがある。ただただ、
泣き寝入りで終わってしまっている状態だが何か、補償対策な物が出来ないだろう
か。いつも思っておます。

44 水害についてもほぼ安心して生活できます。

45
治水事業は大事です。堤防の拡幅には万全を期す事を希望します。農地を狭まくし
ても堤防を広げてもらいたい。

46 堤防の安全には十分に気をつけるように願います。
47 ・早期に弱小堤防を解消して下さい。

48 河川堤防を拡幅し、一般道路として使用できるようにお願いします。

49

阿賀川に架かっている宮古橋の近くに住んでいるので、洪水時の安全が気がかりで
す。洪水から住民を守ると言う点が一番大切だと考えます。昭和の初期、堤防の決
壊を二度経験していますので・・・・・新潟県の様に、堤防の幅員をもう少し広くして安
全度を高めたら良いと思います。地域住民との対話も必要だと思う。

50 ①洪水による堤防決壊の防止

（原案）
P38、P149

（原案）
P40、P122

　阿賀川では、堤防の高さや幅が不足している未完成堤防区間
が残っており、このような区間では、洪水により堤防が漏水したり
破堤する危険があるため、早急に堤防の完成堤化を進めていく
必要があります。

治水（洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項）

　阿賀川においては、会津盆地の出口にあたる地域において大き
く蛇行しているうえに峡谷になっていることや樹木群等により、洪
水の流れが妨げられています。馬越頭首工より下流は扇状地と
なっており、ひとたび氾濫すると拡散型の氾濫形態となり、人口・
資産の集中する会津若松市等の主要都市をはじめ、広範囲に甚
大な被害が想定されています。
　堤防整備などのハード面の治水対策を着実に不断に実施して
いくとともに、河川の状態をよく点検し改善を行うことにより治水機
能が損なわれないよう維持管理に努めてまいります。
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ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

51

私は、６５歳、河川モニター経験済です。会青橋のそばの青津に在住です。昭和25～
30年頃は水遊び、砂利とり等、沢山の人達が川の恩恵を受けて生活していました。
現在は、堆積物が多くて樹木が沢山あり見苦しい。川の機能を果していず役所の怠
慢である。青津地区は 下流にて上流程の親水設備もなく洪水だけに見舞われ納
得出来ないのです。（回答求む）

52

湯川流域の住民として次の要望をいたします。(国、県と市の協調)
1.洗堰改築により上流の区間河道掘削を行って下さい。(洪水予防のため)　現状上
流部は樹木群におおわれ河道が狭くなり、ゲリラ豪雨で水位が上昇し、洪水となりや
すくなっている。

53

近くの住民は春の訪れを楽しみにしています。今年は行って見ると無惨なありように
息をのみました。　堤防整備は大事ですか？環境にやさしい工事を是非思慮して欲
しいものです。川づくりは安心、安全をテーマにされているのですから、地区民の声も
聞くべきではないでしょうか。

54
字下平地区が落下しておりますので大川ダム管理事務所の方は、充分地域を良く見
方する様にして下さい。その対策を考えて下さい。此度の字阿久戸旧東原道の改作
工事に早く工事をしれ下されまして厚く御礼申しあげます。

55 コンクリート.ブロックによる護岸工事をさける。

56 ・護岸工事等では石積とし、コンクリート打設は行わない。

57 人の手を入れないで下さい。何もしないで自然のままでよい。よけいな金を使うな。

58

水量や水位をやたらに減らさないで下さい。今回の工事で、渇水し生活に異常をきた
す。昔から地域の川なのです。川の水を吸み上げないで下さい。水量を多くしてほし
い。ダム湖の上方水位の暖かい水を流してほしい。中通り地方に水をくれないで
（持っていかないで）ほしい。→水量の減量防止

59 渇水時のダムの運用を見直してほしい。

　流水の正常な機能を維持するために必要な流量（正常流量）に
ついては、今後も、河川流況調査等を行い、河川環境保全のため
に必要な流量の調査・検討を進めていきます。また、水利用の適
正な管理及び広域的・合理的な水利用を図るため、関係機関及
び水利用者との調整を行っていきます。さらに、大川ダムの運用
方法を見直し、渇水時の下流河川への補給、機能強化を図って
いきます。

（原案）
P138

　洪水を安全に流下させるための対策として、下流狭窄部改修
（河道掘削）、堤防の整備（弱小堤防対策）、湯川洗堰の改築（河
道掘削含む）、支川合流点処理（濁川合流点付近の河道掘削）を
実施します。また、治水上または河川管理上、支障となる堆積土
砂や樹木については、計画的に除去又は伐採を実施します。
　工事の実施に際しては、環境アドバイザーの助言・指導のもと、
事前の環境調査、必要な環境保全措置の検討・実施、そして、事
後調査による環境保全措置の効果を把握し、できるだけ工事によ
る環境への影響を軽減するように進めていきます。
　また、護岸等の工法については、阿賀川らしい自然環境及び河
川景観を保全・創出する多自然川づくりにより取り組んでいきま
す。

利水（河川の利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項）

（原案）
P122～124
P154、P140

P141
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ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

60
数年、川での魚が見られませんでしたが 近魚が見受けられるようになってきまし
た。水質改善の努力のあらわれと思います。今後も皆なで力を合わせて河川の整備
をしていければと思います。

61 水質の向上を願っております。

62 また日橋川・阿賀川の水質が良好なので安心しました。

63 ・河川内の整備、水の水質

64
今の大川の水は、とにかく汚れています。魚が住めないほど汚れています。昔は、カ
ジカや沢山の魚がいっぱいいました。今は、魚がどこに居るか分らないほどです。綺
麗な川であってほしいです。

65
大川ダムが出来ても以前と堤防の工事が減らない。ダム下流の水質が非常に悪くな
り、魚類の数が減り、種類も変わった。川の中の様子が私達子供の頃見た川と全く
異なる。

66
湯川における水質改善に関心がある。湯川村には旧湯川が流れており、湯川から農
業用水も使用している。湯川の水質改善を願っています。

67
阿賀川については湯川の上流が度々水害に合っていますし、水質も良くなっている
とは言え、改善は必要と思います。シジミの採れる還境とは言いませんが、まだ改善
の余地はある！

68 大川ダム下流水質改善

69
地域に対応したダム建設は、賛成であるが事後対策が悪いため、下流の河川は荒
れ放題、魚は生息出来ない有様、生息している魚は、外来種の魚だけにしまうので
は・・・・・。ダム建設の際は、流水する時の浄化対策を第一に考慮されたい。

70
洪水時、汚れた水（ヘドロ水）が1ヶ月近く続くので、水が死んだ状態になって、魚の
生態系が変わっている。水質の浄化を考えて放流してほしい。

71 ・川の自浄作用を見直して欲しい。

72
「川」だけを整備しても水質は良くならないと思います。隣接の市町村の①下水道、
農集排の整備、並びに②住民の環境に対する意識（生活排水）、（農薬散布）①を整
備する事が「水質」を良くする。そして私達が②を実践する事だと思います。

73
佐野集落で阿賀川地区築堤の設計を今の先取りくむ事により大川の水をよごさない
ように取りくんでほしい。

　今後も引き続き、定期採水による分析及び水質自動監視装置に
より、流域の水質状況を把握していきます。
　湯川については、水質改善を目指し、平成11年度より「水環境
整備事業」として、汚泥浚渫、低々水路整備、浄化施設整備、浄
化用水導水施設整備を実施してきました。今後は、住民－地元自
治体－河川管理者が一体となった事業展開（住民：美化活動、地
元自治体：下水道整備、河川管理者：浄化用水導水）により水質
改善を推進していきます。

（原案）
P77～81、

P139
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

74 生活廃水対策、不法投棄等にも自治体との協力が必要である。下水道の整備 ※前ページに同じ
※前ページ
に同じ

75 河川の環境に充分に考え下さい

76 生態系の保全。利水・治水と環境を分離して教える

77
あまりにも人工的な河川にしないで欲しい。野生鳥獣もいても、おかしくない自然豊
かな河川を望む。（樹木切るな！）　河川の野球場などはもういらない。　狩猟をさせ
るな！（薬きょうが多すぎる。危険！）

78
護岸による景観の悪化。アシが多すぎる。夏場に水位が低い。魚がいなくなった。子
どもがあそべる場が少ない

79 周りにブロック等をもうけてほしいと思う

80

新湯川橋（新水路）、上下の改修前（半世紀以前）は湧水が川底からブクブクと出て
「イトヨ」が多く生息し、背の丸いエビ（名？）が子供のコブシ位いに群がり、冬季は岸
辺の水面が薄氷の張る、温い水でした。勿論　ゴミの形は目に映ることはなかった
が、マレに子猫の箱に入れた投棄が見られ、こども心に「酷い大人達がいるンだ」と
その頃を想い出しました。再現させて、こどもの笑顔をみたいですネ・・・・・

81
・釣り人の多い川が懐かしく思う。
・川原には、木や葦の無い石、砂利の川が良い。
・広葉樹木の植栽普及と実施。

82 魚がもっと増えるといい。

83
大川ダムの建設により、治水、利水に関しては良くなったが、その下流部の自然は
破壊されてしまった。今後は人の手によって自然を再生すべきである。

　河川環境の整備と保全に関して「阿賀川らしい河川環境の保
全、及び良好な景観の保全・形成」を目標とし、河川整備の実施
に関する事項として、「多自然川づくりの実施」「自然再生事業の
推進」「景観に配慮した河川整備」などを進めていきます。
　「多自然川づくりの実施」では、礫河原、瀬や淵、細流や湧水箇
所など、阿賀川らしい自然環境及び多様な河川景観を保全、創出
する多自然川づくりを行います。多自然川づくりにあたっては、可
能な限り河川の持つ復元力に配慮した河川管理を行います。近
年減少傾向にある、河道内の湧水（伏流水）について現状を把握
するとともに、湧水環境に依存する陸封型イトヨ等の動植物の生
息･生育状況を把握し、湧水環境を保全するための調査、対策方
法について検討を進めていきます。
　「自然再生事業の推進」では、阿賀川の象徴的な魚類であるア
ユや希少種であるウケクチウグイ等が生息していた瀬や淵、ワン
ドなど魚類の生息環境の保全と再生を目指します。具体的には、
大川ダムに堆積している大きな粒径の砂礫を利用して、瀬や淵の
再生を行います。また、カワラニガナ、カワラバッタ等、礫川原特
有の動植物の生育・生息場である礫川原の再生を目指します。具
体的には、河川管理上支障となって樹木伐採を行った後、除根、
掘削を行い、礫川原の再生を行います。
　「景観に配慮した河川整備」では、阿賀川の原風景と考えられる
砂礫川原などに対し、河川工事による景観への影響を極力小さく
し、阿賀川らしい景観の保全と維持に努めていきます。

（原案）
P120、

P141,P142,
P145

環境（河川環境の整備と保全に関する事項）
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ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

84

ダムの水質改善により鮎の釣れる河川に戻してもらいたい。
　長年、大川（阿賀川）で釣りをしてきたことから、決してダムを造った前とおなじでは
ないことは知ってもらいたいし、できるだけ前の状況に近づけてもらいたいとのお願
いです。
　鮎つりの漁協の会員はダムが出来る前は2000人から3000人いたように聞いていま
したが、ダミが出来て年々減少し、現在百人単位まで落ち込んでいるように聞いてい
ます。要は、鮎がつれなくなったことで会員が減少したことは明白です。
　私もダムが出来て３年ほど年釣券を購入していましたが、漁協では毎年稚魚の放
流はしていますが、釣れなくなったため、ここ何年も購入していません。
　そこでお願いです。ダムの水質を改善する手法を是非検討願いたいということで
す。
　山形の寒河江川にも上流にダムがありますが、同じように鮎は釣れています。違う
のはダムに噴水が設置してあることでしょうか。とにかくダムの表面水を流してくれて
いるとは聞いていますが、その表面水下の水質の改善を是非検討実施してもらいた
いと思います。

85

自然再生事業の推進の内、樹木抜採、礫河原の再生が大切だと思います。台風の
時、宮古橋の下の河川水位が高くなって大変心配な事があります。どのくらい流量が
あるのか情報の公開を求めます。今回アンケートのために配布されたパンレットを広
く一般に配布される事を求めます。区長は来年はありませんから。

86
ダム湖付近の自然環境整備に重点的に対策する様要望方御願申し上げます。二日
町の代替地田作り心より厚く御礼申し上げます。

87 若郷湖周辺の整備がまだまだ悪く、考える必要あり。

88 子供達に川での遊びとのふれあいをさせたいと思います。

89
昔のように河川で水遊びができるように自工的な水遊び場を作ると良い。もっとも管
理者が必要だが。水泳、魚とり等。

90

・のんびりと磐梯山＆飯豊山を眺めながらのウォーキングやサイクリングロードにな
れば・・・・・・
・村田橋から上流まで「舟遊び」が楽しめるように！今後も安心、安全の「川」づくりを
望みます。

91 スポーツ広場や公園など増やしてほしいですね。

※前ページに同じ ※前ページ
に同じ

　ダム湖周辺を含め、阿賀川の河川空間は、地域住民が身近に
自然と触れあえる憩いの場として利用されるように管理していきま
す。河川の利活用に関するニーズについては、「川の通信簿」「河
川空間利用実態調査」等により、利用状況を定期的に調査・評価
し、利用を促進する取り組みを実施します。

※次ページに同じ
※次ページ

に同じ

（原案）
P158
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ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

92
河川敷の利用方法をピーアールしてほしい。地域で保全し活用する場所として子供
たちに楽しい遊び場としてほしい。地域ごとの昔からの川に関する話や遊び場を伝え
る機会を作ることが必要です。

93

①昔は川に相当な頻度で親しみをもって行き、遊び利用出来ましたが、大川ダムが
出来てそれが出来なくなりました。
②ダムの近隣集落として、新たな有効利用が出来て、賑わいのある活性化が図られ
るものに願うものです。

94

ふるさとの自然（特に川が象徴的）が、ふるさとの自慢と誇りになるようなエリアにす
る。《全国でも一番美しい水のある川》
・川に多目的な構造物を！　（例）・夏に開閉できる水門をプールに早変わりするよう
なもの。危険防止でフェンス等をはらないで、危険のないような親しめる、共存できる
様な施策を希望します。

95

阿賀川の近くに住んでおります。
※日頃大変お世話になっております。
小さい頃からの思い出がたくさん・・・・・・。昔の様に清き流れに親しみ、遊んだ川に
戻ってほしい！！子供達に昔はこうだった・・と懐かしく語ってもピンとこない現状。小
学生の「川を考える学習」「環境問題を考える学習」はせめてもの喜びと考える今日こ
の頃です。！！ありがとうございます！！

96

昔から川に親しみ、苦しめられ、壊されてきた土地、今は厳しい管理のもとで親がわ
からない現状ではないかと思われます。全村総出野火付けで、害虫を殺し、新しい草
を育て、家畜を育て、環境を良くしてきたと思います。今は、便利さと経済効果だけの
管理になってきているように思われます。無駄も憩になることもあると思います。

97
又、地域の人との交流の場として、宮古橋周辺の川の駅には、是非、カヌーで地域
の活性化、コミュニティのとれるようにしては！

98
川の周りがさびしいところが多い。公園等川へのアクセスが気軽にできる場所を増や
してほしい。

99 地域住民が川の自然ともっと身近に親しめる、河川公園等ができると、嬉しいです。

　河川環境の整備と保全に関して「地域との連携・協働による川
づくりと河川管理の促進、及び人と川とのふれあいの場の整備」
を目標とし、河川の整備に関する事項として「人と川とのふれあい
の場の整備」「地域と連携した河川空間の適正な利活用」「環境教
育の支援」などにより取り組んでいきます。
　「人と川とのふれあいの場の整備」では、国道49号と阿賀川が
交差する宮古橋の右岸側には、｢人の駅、川の駅、道の駅｣拠点
整備の構想があることから、地元のニーズを把握しつつ、｢かわま
ちづくり支援事業｣ により、地域と連携した整備を進めていきま
す。その他の箇所にについても、地域の方々、自治体からの要望
により、河川空間の適正な利用を推進していきます。
　「環境教育の支援」では、阿賀川が身近な環境教育の場として
活用されるよう、総合学習等の支援を行い、子供達の意欲的な学
習をサポートしていきます。

（原案）
P146、P166

P167
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

100 河川を公園化し、堤に植樹しいこいの場を希望、特に桜の植樹

101
堤防は、緊急の車以外通らない様に、散歩、サイクリングロードにして頂きたい。子
供達から大人の健康増進に活がして頂きたい。

102
堤防沿いの道路利用を危険回避や、環境保全上より、自動車利用を自転車利用型
へ変えて、地域の安全へ配慮する。但し、特定作業車等は除いて

103
河川敷の活用（スポーツクラブ等）の場所にトイレの設置／飲料水施設の設置があ
るともっと活用できる。　又、日陰のための樹木の植栽も願いたい。

104 河川の活用の方法（有効な）

105

日頃より貴所関係機関の御努力には敬意を表します。河川の残余地の利用等、ダ
ム設置による治水の完備の結果と思われますが、広大な河川敷を有効に利用できる
なは大変有難く思います。ただ、むやみに河川敷内に遊具や建造物を持ち込まない
でほしいと思います。自然のままであってほしいです。昔は良かったな、なんて考さ
せないでほしいです。

106
・河川内に、活動する場所や遊べる場所を作れば人が集まるし、ゴミも多く出ると思う
ので私は、このような場所は無用と思う。
・この間は、農業用水や水道水などに利用できれば○?

107
②屋外運動場、あくまであまり建物又高価な設備にしない。※マラソン、ウォーキン
グ、サイクリング、ソフトボール、バトミントン、老人の球戯場、その他。　③花火大会
等、その他色々。　④川魚の釣り場作り、特に子供たちの。

108 河川敷をもっと有効に利用　花や木を植栽し自然をふやそう。

109 桜の木があったらいいと思う。

110 堤防に桜を植え、川と名所を期待したい。

111 ①河川土堤の公園化、桜の木を植えては地域住民の憩いの場にしては。

※前ページ
と同じ

※前ページと同じ
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

112 堤防付近に桜並木等施し観光会津等に供しては如何。

113
遊歩道が整備されてますが、その周辺に桜の木を植えるのは駄目でしょうか?災害
の邪魔にならない程度にです。

114
美しい景観を作る要素の一つに、堤防外側に樹木（桜）を植栽出来る条件などあった
ら知りたい。
河川にいったら、日陰（木陰）の休憩所がほしい。

115 ②堤防に桜の木を植栽してはどうでしょうか。堤防も強化されるし、景観も良くなる。

116
提案掘削しながら
1.中州を両岸に移動～堤防の保護となるし、法尻が広くなり広場ができることにより
色々な活動、利用ができる。

　水衝部対策及び自然再生事業の中で、中州の河道掘削・樹木
伐採を進めていきます。

（原案）
P130,P142

117
近年カワウが大変多いと聞いていますが、川魚が大変少なくなっているという事です
がこの対策について考えはいかがですか？

118 1.釣りの出来るよう「カワウ」対策を

119
魚がいなくなった理由が、鳥の鵜が多くなったと思われます。河川事務所でも鵜の対
策を魚協と一緒に考えて下さい。

120

川鵜対策の役目を終えた２メートルあまりの竹竿と、竹竿に巻きつけたテグスが７～
８本、川岸近くにまとめて一年近く放置されているが、それを片付けないのは翌年に
使う為か？そのことは整備局では関係のないことなのか？不思議に思う。漁協は魚
だけに目が行っているだけなのか？

121

私達子供の頃は、河川で楽しく遊んだ思いが沢山あります。魚など取り、危ない事を
自分なりに考えながら、河川を楽しく過ごしておりました。洪水整備も必要ですが、自
然の保護も大切だと考えます。川鵜の為に鮎が居なくなるのも何とか対策を考えて
ほしいと思います。

※前ページと同じ
※前ページ

と同じ

　カワウ対策は、漁協でテグスを張って対応していますが、河川管
理上、望ましいものではありません。
　今後の取り組みとしては、自然再生事業で、魚類の生息場所で
ある、瀬や淵の再生を行うこととしています。

（原案）
P142

11/17



　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

122
会津地方においては、幸いなことに近年洪水による災害等は発生していません。こ
れからも河川の整備・維持管理等をしてもらいたいです。

123
河川の整備については、概ね完了していると思われるが、維持管理に気を配ってい
ただきたい。（堆積土の撤去、樹木の伐採等）

124

昔は、堤防内側にすばらしいヨシ原があった。今はその姿がない。昔は、住民参加で
ヨシ刈りをし、春先には、野火つけして新鮮な新芽をふかせていた。今は野火つけす
ればたちまちお目玉をくう。雑草にまかれたあれほどの良質なヨシは姿なし。従って、
ヨシキリの囀りもなし。自然環境管理の方法に問題があると思う。自然を呼びもどす
ためには、昔のやり方を生かせば、数年で回復するであろう。

125
※阿賀川の樹木、土砂等が多い事。水の流れが悪くなっている様に思われる。
※川の中の整備が第1条件になって居ると思う。

126

計画の詳細はよくわからないのでおまかせする。湯川の付近に住む者として一言。
川の中に土砂がたい積し、そこに「ヨシ」が密生し、景観が悪い。また、ちょっと雨が
降って水量が増すとゴミ、樹木等が引っ掛り、きたないことこの上ない。土砂のたい積
物を早く撤去してほしい。

127
3.枯れ草等、焼却出来る対策を（管理のもとに集中して焼いてしまいは・・・・・タバコ
のポイ捨てによる火災の対策にも良いし、綺麗になると思う）

128

提案掘削しながら
2.堤防等の野焼きの実施
　春先になると、必ずと言っていいほど大騒ぎとなり、消防車出動が余儀なくされる。
事前に野焼きをすることにより、小木等もゴミも焼失され、消防車の出動も解消され
る。方法は、各集落に委託か、専門員を配置し、腕章集の貸手に野焼きをさせる。
種々の問題は生じましょうが、是非前向きに検討して実施して下さい。

129
・ダム下流の河川の汚れ、定期的なダムの放流をし河底の清掃を行ったらいかがで
しょうか。

維持管理（河川の維持に関する事項）

　阿賀川の維持管理の実施にあたっては、阿賀川の河川特性を
十分に踏まえ、「災害の発生の防止」、「流水の正常な機能の維
持」、「河川環境の整備と保全」、「河川の適正な利用」等の観点
から洪水時や渇水時だけでなく平常時から阿賀野川の有する機
能が十分発揮できるよう、河川管理上の重点箇所や具体的な維
持管理の内容を定めた計画を作成するとともに、河川の状態変化
の監視、状態の評価、評価結果に基づく改善を一連のサイクルと
した「サイクル型河川管理」により効率的・効果的な管理を実施し
ていきます。
　野焼き等については、原則、法令等で禁止されており困難と思
われます。野火等の対策は河川巡視の強化等で対応することとし
ています。

（原案）
P121、P149

P159
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

130 大川ダム河川の巡視点検など充分に考え下さい

131
阿賀川の堤防を利用して散歩しているがスピードを減じない車に恐怖を感じる。徐行
させる方法はないだろうか。

132 下平地内の河岸侵食等に良く点検して下さい

133 湯川と古川合流場所点検の充実

134

近、蟹川橋付近の自然環境が壊され整備されてしまった。川の中州には、自然に
草木が繁茂し、たぬきなどの生息が確認されましたが、あれだけ砂利を敷き詰め木
を切ってしまえばたくさんの小動物達のエサ場と住みかを失ってしまう。あのような開
発はやめるべきです。

135
河川内の灌木は全部伐採撤去すべきである。鵜の棲息場所もなくなると思う。農地
買収価格は高く設定すべきである。（㎡当り6千円以上）

136
本郷大橋～岩崎山間左岸の河川内の樹木がかなり大木になり株のような感じです。
早急に伐採をお願いしたく思います。

137
樹木の管理を適切に行って下さい　洪水時に流下能力がある様に伐採したら良いと
思います

138
河川の中心部の樹木の肥大化による洪水時の流量祖害対策に重点的に取組んで
頂きたいと思います

139
高田橋下流の河川内の樹木が多く見られる。洪水時の流下に支障になるのでは？
あまり大きくならないうちに、伐採することはできないか？

140 宮古橋の上流川の中の樹木を切り払って頂きたい。

141
河川内にある雑木等の撤去そして川の流れを直線にすることを少しでも行えば洪水
による災害は少々防止できると思います。

142 ・河川内の樹木の伐採をして環境整備して下さい。

　河川内の樹木群の繁茂(はんも)は、洪水時に河積阻害となり水
位が上昇することで、河道の流下能力が低下します。樹木群の発
達した区間では、洪水時に樹木群が阻害となって、流れが迂回
し、流向が変化します。このような区間では、洪水流が狭い低水
路部に集中するため、流速が増加し、流れが河岸に直接ぶつか
ることで高水敷や堤防が被害を受ける危険性があります。また、
洪水時に発生した流木が、橋脚や河川施設を埋塞(へいそく)する
ことで、河川構造物の損傷等が発生する危険性があります。一
方、樹林環境は、多様な鳥類、昆虫類、哺乳類の生息・繁殖場に
もなっています。
　このため、「治水」、「環境」、「阿賀川らしさ」の観点からなる「阿
賀川の望ましい姿」を目指して、樹木群の現状や将来的な変化、
樹木群による効果と課題を踏まえて、バランスのとれた適切な樹
木管理を行っていきます。
　また、伐採した樹木は、周辺地域での利活用の可能性や需要状
況を踏まえ、有効かつ効果的な利活用を図っていきます。なお、
大川ダムにおいては、出水後に発生する流木を、チップ等に加工
し、河川資源として地域の方へ提供していきます。

（原案）
P55,P84、

P155

　洪水時に堤防等の河川管理施設がその機能を発揮するために
は、その状態を常に把握し適切に管理する必要があります。ま
た、治水に関する施設に限らず、土地や河川水の利用状況、許
可工作物の状況など、河川管理区域が適正に利用されているか
どうかを日頃から監視する必要があります。このため、いつ発生
するかわからない洪水に備え一定の間隔で日常的な巡視を行
い、河川管理施設の異常や不法行為を発見するための河川の巡
視や点検を実施します。

（原案）
P150
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

143
河川内の樹木の成長の為、自然保護も良いでしょうが、野鳥が住みつき田畑及び家
屋にまでも大変なる被害です。良く考えて1日も速く整備して欲しい

144
河道内の樹木が整理されず伸び放題で景観を損っている所が多くあるのは、残念で
す。

145 ヤナギの木その他の木材の伐採。

146 立木が目ざわりです。減らして下さい。

147 雑木の処理を検討して頂きたい。

148 河川内に樹木等が茂って年々河川の景観が失われてしまうようだ。

149 川中の雑木切断

150
河川内の樹木林により動物（態、イノシシ）等による田畑に被害多数発生しています
ので伏採を要望致します。柳の木の花粉の被害も多いです。

151 河川法面の木を切り落し農地に日光を当るようにしてもらいたい。

152
1．中州の樹木伐採促進。
２．高水敷（レクリエーション広場）の植樹許可の緩和。

153 ・河川敷の柳の木を伐採しない理由は何か?鳥や熊のため?みぐさい風景です。

154 川の中の樹木が太くなり、又多いので伐採して下さい。

155
川の中の樹木が多く、熊や小動物の住家になる。年次計画で伐採して欲しい。景観
も良くなる。

156
河川管理、日夜の働きでご苦労様です。お礼申し上げます。
①河川敷地内の樹木を伐採してほしい（流水と美を考え適切に）
②堤防の草刈は、早めに側溝まで

※前ページ
に同じ

※前ページに同じ
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

157

会津盆地は自然の調整地である。猪苗代湖、そして大川ダム、東山ダムの完成で、
洪水時の安全性な、大巾にアップしたと思われる。しかし、現状の河川は樹木が多す
ぎて洪水時に害があるのみばかりでなく、子供達には、河川とは林なりとしか理解出
来ないのでは?河川敷の樹木の伐採を是非やって下さい。

158 河川の樹木の定期的な伐採をお願いしたい。

159
近樹木を伐採しないため、ハクビシン等が被害を与えている。早急に対策を講じて

もらいたい。

160
川の中の樹木を適切に除去
過度の蛇行を修正し、両岸がえぐられる事の無いようにしてほしい。

161 河川敷の中の樹木や、ヨシ、雑草が多くなり、農作物の害虫の発生源となっている。

162 川両岸の雑木、樹木を伐採し、桜等の植樹をする。（市民参加で行う）

163
121号の橋－湯川橋の間のよし根の刈掃いを願います　河川の流れも見いない私友
も春秋国土交通の協力でゴミ拾いをして居りますが歩道だけで(よし)があるため拾ふ
ことが出来ません

164
川幅を広げる様に樹木を伐採し、根こまで掘り起こした方が良いと思う。（洪水の時
に、ゴミ等がつっかいない様に）

165
1.川の中の樹木が太くなり、又多すぎるので伐採するべきである。
2.野鳥の住みかは、ヨシ等もあるので問題ないと考えられる。

166

Ｎｏ.9の問題ですが、環境の保全は確かに必要ですが、25年位前は、今のような雑木
は繁茂してなかっと思います。今では、河川だか森林だか区別がつかぬ様です。聞く
所によると、ある団体の（エゴ）的反対の為に改良できないと聞いていますが本当で
すか?

※前ページに同じ ※前ページ
に同じ
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

167
河川の中の立木を切るのに愛鳥団体の意見を聞くことは、河川本来の目的達成とは
全く無関係のことと思う。（河川の中には、水の流れを邪魔するものは必要ない）

168

大川ダム、流木チップの件
現在は、どの様な方法を実施しているか知りませんが3年位前は、一人で軽トラ、何
回も又大きなトラックで運搬している人が見受けられたが、均等に多くの人に分けて
頂きたい。それには、配布日を「市政だより」にて知らせて下さい。又その他、袋に入
れて販売するのも良いと思います。（例）一袋５０円～１００円位で

169 町中の集中暴雨時の雨水排水処理の施設整備と河川の連係を希望します。

防災・減災への取り組みとして、流域の土地利用と一体となった
河川整備や流域内の流出抑制対策などの水害に強い地域づくり
に向け、地方公共団体などの行政担当部局と河川管理者の緊密
な連携はもとより、地域住民の理解と協力に基づく流域一体と
なった取り組みを行っていきます。

（原案）
Ｐ166

170
過去には水害の事例はないとするも被災時の対応としてハザードマップの常備が必
要と考える。

171 洪水ハザードマップの各戸配布（災害時の避難場所、連絡網一覧表含めて）

172
自然環境保護のため、まずはゴミの持ち帰りを徹底してもらうように活動していただ
きたい。

173

柳原地区の土手より磐梯山を眺望は 高であるが川に中の柳木が大きく成って、余
りにも多く又ゴミが多く、非常に景観に悪いです。我が町内会でも年２回の湯川清掃
に協力をしていますが、なかなか清流れにはまだまだほぼ遠いですね。私の意見で
すが、北側の中段に桜の木を植えて桜満開をバックに眺望できたら 高であろう
な？若松の桜の名勝に成る事でしょう。

174
川べり清掃をしない市町村の怠慢なのか？私は理解に苦しむ。川や堤防をきれい
に！と云ってもお題目に過ぎない（お互い無責任）役所や団体は無責任！！

175
川づくり、ゴミ拾いに参加したいと思いますが、場所が遠い、トイレが無いなど、なか
なか参加しづらいです。遠くからできるといえば、やはり募金くらいでしょうか、、、。

　阿賀川では、高水敷など河川管理区域に一般ゴミから自動車ま
でさまざまなものが不法投棄されています。河川区域内の不法行
為は、河川利用を妨げるだけでなく、洪水流下の支障となるおそ
れがあります。このため、河川巡視や河川情報カメラによる不法
行為監視体制を強化します。監視により発見した悪質な不法行為
については関係機関へ通報するなど、必要に応じた不法行為防
止対策を講じます。また、阿賀川における不法投棄状況や、不法
投棄がもたらす河川景観・環境への影響等を掲載した「ゴミマッ
プ」等の作成・公表、河川情報カメラ画像の公開などを図り、不法
投棄に対する情報提供を行うことで、住民への不法投棄に対する
意識の高揚を図っていきます。また、沿川自治体と連携して、ゴミ
の不法投棄解消に努めていきます。

阿賀川では浸水想定区域図を公表しており、それをもとに沿川5
市町村で既に洪水ハザードマップを作成・公表しています。今後
は住民の的確な避難行動等に資するため、詳細地形データを用
いた高精度な氾濫予測情報を提供するとともに、市町村の洪水ハ
ザードマップの見直し支援や住民への普及促進の支援を積極的
に行っていきます。

（原案）
P164

※前ページに同じ ※前ページ
に同じ

（原案）
P64、

P159,P166
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　阿賀野川水系河川整備計画　地域住民のご意見とその対応（阿賀川）

ご意見・ご質問 該当箇所ご意見などに対する考え方No.

176
河川敷に突如としてゴミが発生する。臨機応変に対応してほしい。堤防にもっと木々
がほしい。

177
坂下町下流に生活しているものですが、釣りに行くと河川にゴミが多く流れて来ま
す。特にビニールくず、缶ジュース、ペットボトル、たまにはタイヤなど流れて来ます。
一人一人が注意してもらいたい。よろしくお願いします。

178 7月に行っているクリンアップ作戦を春先（3月頃）に行ったらどうですか。

179
新湯川の下流近くに住んでおりますが、河川にゴミが多く、水質が良いとは思いませ
ん。もっと多く、清掃等が必要ではないでしょうか。

180
阿賀川下流の集落ですが、ゴミ類が流れて岸辺に寄って、環境的にも良くないと思
います。今後は、パトロールを強化し河川清流の為、ご尽力下さる様お願い致しま
す。

181 見えない所に、ゴミが多数あります。ゴミのない環境を御願い致します。

182 工事施行だけでなく、毎年の管理、清掃を行う事。

183 人が入るとゴミと犬のフンだらけになる。

184 ・河川のゴミ清掃

185 2.ゴミがひどいので、住民が参加出来る「ゴミ拾い」対策

186 河の岸辺にゴミが多いです。流れの邪魔になっている所があります。

187

私は堤防上をウォーキングしている者ですが、堤防上にゴミを不法投棄する量が多
く、歩いていて不快な気持になってしまいます。こう言う事になると言う事は、普通の
一般道路と思って通るからではないでしょうか。何か規制できないでしょうか。対策を
お願いするものです。

※前ページに同じ
※前ページ

に同じ
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