
地域住民（阿賀野川沿川等）からの
意見聴取結果について

平成２１年６月１日
国土交通省 北陸地方整備局

資料－５



★実施内容

・住民説明会等での意見交換

・住民説明会等でのアンケート実施

・事務所ホームページでのアンケート実施

・記者発表、自治体広報誌への掲載

・今後の整備計画策定の取り組みについて住民へ知らせる。
・今後の阿賀野川の「川づくり」に対する幅広い意見をもらう。
→課題、議論の方向性について骨子策定時の参考とする。

検討着手段階

地域住民地域住民を対象とした意見聴取についてを対象とした意見聴取について
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【阿賀野市 会場】

【新潟市秋葉区 会場】

●新潟市秋葉区会場
開催日時 平成２１年２月１３日（金） １８：３０～
場 所 新津地区市民会館 第一会議室
内 容 ①河川整備基本方針、河川整備計画について

②阿賀野川の現状と課題

●阿賀野市会場
開催日時 平成２１年２月１２日（金） １８：３０～
場 所 阿賀野市役所 第一多目的ホール
内 容 ①河川整備基本方針、河川整備計画について

②阿賀野川の現状と課題

新潟市秋葉区会場

阿賀野市会場

【新潟市江南区 会場】

●新潟市江南区会場
開催日時 平成２１年１月１８日（日）
場 所 江南区横越健康センター
内 容 講演会「阿賀に学ぶ」

※河川整備計画についても説明

日
本
海

阿賀野川

地域住民地域住民を対象とした意見聴取についてを対象とした意見聴取について

住民説明会等の実施
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地域住民地域住民を対象とした意見聴取についてを対象とした意見聴取について

・3月31日で終了（回答総数70）
・ＷＥＢ版は随時受け付け中

アンケートの実施
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アンケーﾄの集計結果アンケーﾄの集計結果

質問１　どちらにお住まいですか？

79%

17%

3%

1%

新潟市

阿賀野市

五泉市

その他

総回答数　70

質問２　性別を教えて下さい

81%

19%

男性

女性
総回答数　70

質問４　あなたはどのくらいの頻度で阿賀野川へ行きますか？

0% 6%

26%

58%

10%

ほぼ毎日

週に数回

月に数回

年に数回

行かない

総回答数　70

質問３　年齢を教えて下さい

53%
25%

12%6%

1%

3%

1０代

２０代

３０代

４０代

５０代

６０代以上

総回答数　70
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アンケーﾄの集計結果アンケーﾄの集計結果
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質問５　あなたが川を利用する目的は何ですか？

2

10

3

3

2

8

7

3

0 25

漁・耕作のため

散歩・休憩など

スポーツ

釣り

水遊び

自然観察

イベントなど

その他

総回答数　38

質問６　あなたが川に求めるものは何ですか？

53

30

35

33

23

4

0 70

災害がなく安全なこと

河川水の利用

自然環境が豊かなこと

美しい景観

レクリエーション活動などができる

その他

総回答数 178

質問８　治水対策として、河川事務所で次のような課題を考えて
いますが、あなたが重要だとおもうことは何ですか？

18

4

5

8

7

8

2

0 25

治水に対する安全度を上げる

川の中の樹木を伐採して減らす

洪水の時の堤防の浸透対策を行う

洪水の情報を早くわかりやすく伝える

日頃から災害に備える

災害が発生した時、すばやく対応する

その他

回答総数 52

質問９　河川利用や環境について、河川事務所では次のような課題
を考えていますが、あなたが重要だと思う事は何ですか？

5

16

7

10

5

9

1

0 25

渇水が少なくなるようにする

自然環境をできるだけ保全する

水質をできるだけ良くする

川を利用しやすくする

住民に河川管理に参加してもらう

住民に川づくりに参加してもらう

その他

回答総数 53



アンケーﾄの集計結果アンケーﾄの集計結果
質問７　あなたが川を変えたいと思うこと、または変えたくない（今の
           ままでいい）と思うことは何ですか？

36%

64%

多すぎる。

今のままでいい。

川の中の樹木

総回答数　25

質問７　あなたが川を変えたいと思うこと、または変えたくない（今の
ままでいい）と思うことは何ですか？

84%

16%

ふえた方がいい。

今のままでいい。

川の中の生物

総回答数　25

質問７　あなたが川を変えたいと思うこと、または変えたくない（今の
           ままでいい）と思うことは何ですか？

36%

64%

多い方がいい。

今のままでいい。ふだん流れる水の量

総回答数　25

質問７　あなたが川を変えたいと思うこと、または変えたくない（今の
           ままでいい）と思うことは何ですか？

92%

8%

きれいな方がいい。

今のままでいい。
川の水質

総回答数　25

質問７　あなたが川を変えたいと思うこと、または変えたくない（今の
ままでいい）と思うことは何ですか？

80%

20%

遊べる方がいい。

今のままでいい。

川の中の利用

総回答数　25

①：ふだん流れる水の量（１：多い方がいい。 ２：今のままでいい。）

②：川の水質（１：きれいな方がいい。 ２：今のままでいい。）

③：川の中の樹木（１：多すぎる。 ２：今のままでいい。）

④：川の中の生物（１：ふえた方がいい。２：今のままでいい。）

⑤：川の中の利用（１：遊べる方がいい。 ２：今のままでいい。）

あなたが川を変えたいと思うこと、または変えたくない（今のままでいい）と
思うことは何ですか？ （どちらかに○をつけてください。）
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阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見

【川づくり全般について】

・全体に洪水が起きないようにしてほしい。自然を残して欲しい。

・安全第一に考え、そこに自然環境を考慮した美しい景観を保つ施策を行う。あまり経費
のかからないように。遊歩道や公園を作っても、あまり利用度が少ないと思うので、先に
述べたとおり安全第一、景観を優先に。

・阿賀野川の川幅を最大限生かした管理を行って欲しい。既往洪水を上回る規模の洪水
があったとき、何が起きるかを想定した管理が必要と考えます。整備に加え、維持管理で
も対応すべき事があると考えます。

・行政（管理者）は、住民と身近な空間としての川の役割を考えた施策を行ってほしい。
川を掘削し、堤防の嵩上げでは味がない。地域住民とワークショップを的なものを開催し
て改修プランを作り上げてほしい。

・住民の河川整備等の認識を広めるため、広報活動などを充実させる。（イベント等）維
持管理の充実(草刈など）
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阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見

【洪水による災害の発生の防止又は軽減に関する事項】

・今後５０年～１００年先の治水対策をお願いします。

・大災害（大地震等）堤防の決壊が不安です。

・公共事業に対するバッシングがあるが、治水は聖域と考えて財源確保に努力願いたい。

・日本有数の大河である阿賀野川が洪水などにより一度破堤ともなると、流域では甚大
な被害が生じることが考えられます。流域に住む住民としては、治水対策に万全な対策
を講じてもらいたい。

・これからも治水対策（堤防の補強や床固めなど）を十分に行っていただきたい。

・日本は勿論世界の大都市には、必ず大河が流れ、特徴ある風情をかもし出している。
阿賀野川も新潟が与えられた天からの贈り物である事を認識し、その良さを今後とも開
発、維持することは肝要と思われる。まず治水あって、その後に利用を願いたい。

・地球温暖化が言われているゲリラ豪雨を考えられる十分な対策を望む。
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【河川の利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項】その１

・人が水に触れることが出来る川になって欲しい

・子供が川で遊べる環境（勾配の緩い河岸が必要）

・河川を利用した交通機能の確立などは可能か？

・地域住民の観光事業としての環境整備を将来に向けて。観光遊覧船（信濃川～通船川
～阿賀野川～閘門～小阿賀野川～信濃川） 新潟空港からの連携もとれるような。

・レクリエーションは公園だけでなく、モータースポーツ等の施設整備を要望します。（利
用者に応分の負担をもとめることで、利用しない方の理解を）

・広い河川敷をもっと市民が憩える場所にしてほしい。公園、スポーツ広場の増設。信濃
川のやすらぎ堤のような環境。

・魚釣りが誰でも自由に出来ると今以上に川への親しみも多くなり良いと思う。漁業権等
も考え検討されたし。

阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見
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【河川の利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項】その２

・勝手な考えですが、公園のような場所が多いと良いと思います。河川とふれあうことで、
川の危険性もわかるので子供から大人まで意識が高くなって良いと思います。川で遊ば
ないと川の良さがわからないと思います。治水が一番ではありますが。

・通勤で堤防を通ったりするが、道路幅が狭く夜間はあぶないと思う。信濃川のような「や
すらぎ堤」を公園のある場所に設けてほしい。

・イベント等について、川を訪れる人間はお客さんであり、主人公はそこに生息する動植
物であるという考え方が大切だと思います。イベントの事業主体は自治体でしたら、話の
持ち込み先は別でしょうが。

・森林保全(水質保全）・工場排水等の管理・下水道普及の向上など、関連機関等で水質

保全協議会を立ち上げ具体的な対策を講じたらどうか。

・河川を水道水に利用していることから水質が気になる。

・水質保全(改善）のため、流域自治体が連携して取り組むシステムが必要と思う。河川
(流域）毎に水質目標を設定し、達成に向けてあらゆる下水道事業を導入して行動するこ

とが必要と思う。

阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見
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【河川環境の整備と保全に関する事項】

・緑豊かな河川であり続けることを願って。
・気持ちを豊かにできる空間。
・多自然形、生物多様にもとずく河川環境を
・見ていてキレイな川が良い。
・あし、木などを切って、川辺が見えるように。
・最低限、邪魔ではない木は切らないでほしい。

・住民にとっては、阿賀野川はやはり身近な存在です。河川の環境浄化を含め親しみや
すい川となるような対策をお願いしたい。

・あまり人工的に作らないで、川にも遊びを持たせて欲しい。

・川の景色が大好きなので、毎日のように見て和んでいます。いろんな動物もいて、でき
れば公園にしないで、そのままの自然の状態にしていてもらいたいです。樹木が密生して
いるところもジャングルっぽくて大好きなんですが。

阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見
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【その他】

・ハード面だけじゃなく、森林保水に積極的に関わるようにすべきと思います。

・大浜陸閘を手動以外でも、操作できるようにしてほしい。

・堤防の道路をもっと広くして欲しい。

・阿賀の風景に心引かされています。横越神社の周辺の川辺に桜苗樹を育ててもらえた
ら、さぞいい景観が生まれると思われます。

阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見阿賀野川の川づくりに関する地域のご意見
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