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1．開  会 

 

＊ 事務局 

 公聴会の開催に先立ちまして、会場の皆様にお願い申し上げます。お手持ちの携帯電

話は、電源をお切りいただくかマナーモードにしていただきますようにお願いします。

また、会場内は禁煙となっておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 

 まず、お手元の資料のほう確認させていただきたいと思います。皆様のところに公聴

会の議事次第と表に書いてある冊子があると思いますが、よろしいでしょうか。めくっ

ていただきますと、公述人の名簿ですとか傍聴に当たってのお願い事項を記載しており

ます。 

傍聴に当たってのお願いのところにも記載しているのですが、注意事項といたしまし

て、当会場でのビラとかチラシの配布等はお控えいただきたいと思います。また、公聴

会の開催中はお静かに傍聴をお願いしたいと思います。拍手とかその他の方法で賛成と

か反対の意見を表明されることですとか、あるいはやじや私語などで会場の秩序を乱さ

れたりといったことはお控えいただきたいと思います。これらのことを守られない場合

は退場いただく場合もございますので、ご承知おきください。 

また、あらかじめ公述人の皆様にはご了解いただいていますが、本会につきましては

記録のために録音と録画を行わせていただいておりますので、ご了承いただきたいと思

います。 

それでは、ただいまから湧別川水系河川整備計画(原案)に関する公聴会を開催いたし

ます。本日はお忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございます。 

まず冒頭に、北海道開発局の出席者をご紹介させていただきます。北海道開発局河川

計画課河川調整推進官の石川でございます。続いて、網走開発建設部次長の船木でござ

います。同じく網走開発建設部治水課長の堀田でございます。同じく網走開発建設部網

走西部河川事業所長の嶋崎でございます。そして私、本日司会を務めさせていただきま

す、網走開発建設部治水課で流域計画官を務めております名久井と申します。どうぞよ

ろしくお願いします。 

それでは、開会に当たりまして、網走開発建設部次長の船木よりご挨拶を申し上げま

す。 

 

2．挨  拶 

 

＊ 事務局 

船木でございます。主催者を代表いたしまして、一言ご挨拶申し上げます。 

本日はお忙しい中、湧別川の整備計画の原案に関する公聴会にご出席いただきまして、

まことにありがとうございます。 
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湧別川流域は、その豊かな流れとともに、明治の開拓以来、地域の皆様の長年のご努

力によりまして、現在、道内でも有数の林業、農業地帯となっているところでございま

す。 

しかしながら、これまでも幾度となく洪水被害を引き起こした河川でございます。治

水事業を長年にわたって進めてきたわけでございますけれども、それでもなお現在、洪

水のときには、特に遠軽市街などは高速の流れが生じまして、堤防が破壊される、そう

いうふうな危険性のある、全国でも有数の急流な河川でもございます。 

そういうふうなこともありまして、昨年度策定されました新たな北海道総合開発計画

の主要な施策の中にも、安全・安心な国土づくり、あるいは魅力と活力のある北国の地

域づくり、まちづくり、そういう施策がございますが、これらの施策に沿って、湧別川

の着実な整備というものが今後とも必要だということでございます。 

湧別川水系の河川整備計画は、今後おおむね20年にわたる河川の整備あるいは維持に

関するいろいろなことを定めるというものでございます。本年の3月から学識経験者で構

成されます同整備計画の検討会というものを開催いたしまして、議論を重ねてまいりま

した。そして、7月2日、第3回の検討会になりますが、この検討会におきまして、原案に

ついての意見をちょうだいしたというところでございます。 

あわせまして流域にお住まいの方々にご意見を募りましたところ、4件のご意見をちょ

うだいしております。本当にありがとうございます。本日の公聴会は、関係する住民の

方の意見を直接お聞かせいただく、そういう機会でございます。公述人の皆様方におき

ましては、書面だけでなくて、ご自身の言葉で公述いただけるということでございます。

敬意を表したいと思います。あわせてお礼申し上げます。 

また、会場の皆様、あわせて本公聴会に至るまでご協力いただきました遠軽町、湧別

町の関係の方々にお礼を申し上げまして、主催者の挨拶といたします。本日はよろしく

お願いいたします。 

 

3．湧別川水系河川整備計画(原案)に対する意見の収集状況報告 

4．公述方法説明 

 

＊ 事務局 

続きまして、公述をいただく前に、湧別川水系河川整備計画(原案)を先月7月中に縦覧

させていただきましたが、その縦覧期間中にいただきましたご意見の収集状況の報告と、

並びに公述の方法について、網走開発建設部治水課長の堀田よりご説明させていただき

ます。 

 

＊ 事務局 

堀田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは、意見収集状況につ
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いてご報告いたします。 

本日ご意見をいただきますのは、今後おおよそ20年間の整備内容を示します湧別川水

系河川整備計画(原案)に対するものでございます。 

流域にお住まいの皆様からご意見をいただくに当たりまして、ことしの7月5日から7月

30日まで湧別川流域の遠軽町、湧別町の役場及び各支所、それと網走開発建設部と網走

西部河川事業所、それと当部のホームページ上で原案の縦覧をいたしました。 

この縦覧期間中にファクスやメールなどを通じまして4名の方々からご意見をいただい

ておるところでございます。そのうち3名の方から公述の希望をいただいております。寄

せられたご意見につきましては、網走開発建設部のホームページにおいて公表している

ところでございます。 

続きまして、公述方法についてご説明いたします。公述される方を、お手元の公述人

名簿に五十音順に記載しております。本日は、希望された3名の方全員にお越しいただい

ております。大変ありがとうございます。 

まず、公述していただく方々のご紹介をさせていただきます。五十音順になりますけ

れども、湧別町の嘉野様です。湧別町の絹張様です。遠軽町の鈴木様です。以上3名の

方々でございます。 

公述される皆様には既にお知らせしているところでございますけれども、本日の公述

に当たりましては、あらかじめ提出していただいている意見書の範囲内で公述していた

だくことになります。 

公述時間は、1人15分以内でお願いいたします。公述開始後12分で合図として1度呼び

鈴を鳴らしますので、時間の目安にしていただければと思います。また、15分経過した

際には2回呼び鈴を鳴らしますので、その場合、速やかにご意見のほうをまとめていただ

くようご協力のほどよろしくお願いいたします。 

公述ですけれども、名簿順に続けてお願いいたします。 

また、傍聴される皆様にお願い申し上げます。本日の公聴会では、傍聴される方は意

見などを述べることはできませんので、この点についてもご了承願います。 

以上でございます。 

 

5．意見の公述 

 

＊ 事務局 

それでは、公述をお願いしたいと思います。 

まずは、湧別町の嘉野様、よろしくお願いいたします。 

 

＊ 嘉野浩一 

皆さん、こんばんは。湧別町の嘉野と申します。か行なので、学生時代、出席順は大
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体3番目とかそういうことで、1番目ということは余りないのですけれども、きょうは思

いがけず1番目ということで、河川整備計画のど素人ですけれども、緊張しつつ最初に発

表させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

私は、下流域に当たる湧別町中湧別で生まれ育って暮らし、子供時代も大人になって

からも湧別川を常に身近に感じて見てきました。そんな自分から感じた三つの意見を述

べさせていただきます。 

まず、湧別川流域には、上流には遠軽町白滝、丸瀬布、遠軽という集落があり、支流

の生田原川が流れる生田原があります。それと、湧別川から取水した水を飲んでいる下

流域の湧別町には、上湧別と湧別という全部で六つの集落があり、河口から海へ流れた

養分で育った海産物を食べて暮らす、ある意味循環した環境の中に暮らしています。 

その湧別川流域に暮らす人口は3万6,000人。だから、湧別川水系河川整備計画は、上

流から下流と海までを含めた連携が必要だと思います。「海のことは山に聞け」という

言葉を聞いたことがありますし、海に浮かぶ船の位置を知るため、昔のＧＰＳなどのな

い時代には、海から陸を見て、二つの山と山の位置関係を把握して船の位置を知る「山

立て」という言葉を漁師さんから聞いたこともあります。海と山は川によって密接に結

びついており、山の森林を守ることが河川を守り、海をはぐくむのだと理解しています。 

まず最初に、流域に暮らしてきて感じた湧別川の変遷を述べたいと思います。データ

ではなく、肌で感じた感覚で申し上げます。僕が小学校に入学直後、今から40年前の湧

別川は、身近な存在でした。夏休みはしょっちゅう湧別川で釣りをしていました。小学1

年や2年の僕が湧別川に釣りに行くと言っても、親から注意されたことはありません。安

全だったからです。 

築堤のすぐ下に公営住宅などの住宅街があり、友達を誘って釣りざおを持ち、自転車

で築堤を越えると一面護岸ブロックがあり、見晴らしがよく、ブロックの一番下の川面

までおりていって釣りをしていました。大人から子供まで、護岸ブロックの端から端ま

で約200ｍぐらいにわたって大勢が釣りをしていました。夏休みの風物詩のように覚えて

います。 

釣りをした場所の流れは緩やかでした。浅瀬を見つけて、同級生だけで川を渡ったり

中州で遊んだこともたびたびあります。川の流れは本流だけではなく、深みがあったり、

浅瀬があったり、わき水の見える中州があったり、砂利を積んで魚道をつくり、魚を追

い込んで、手づかみでウグイをとったり、結構遊べる川でありました。 

河川敷には今よりももっとかなりたくさんの道路があり、車でも自転車でも川まで行

くルートがありました。小学校高学年くらいまでは、年下の子供を連れていっても、危

険だと感じたことはありません。危険箇所を知っていたし、安全な場所がたくさんあり、

浅瀬だけで遊ばせていました。親と川で泳いだこともたびたびあります。 

中学のときは、野球部のランニングで毎日築堤まで走りました。それこそ雨の日も走

りましたが、湧別川は余り増水しない川でした。大雨が降った後でも川の姿はそう変わ
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りませんでした。いつも築堤の上から石を投げて休憩しましたが、築堤のそばまで流れ

が来ていて、投げた石は直接川の水に届きました。 

しかし、社会人として暮らしたここ25年ほどは、川も随分変わりました。この流域で

もかつてない豪雨が降るようになりましたし、増水するようになってきたように思いま

す。そこで、長年湧別川沿いに暮らしてきた者としての疑問ですが、瀬戸瀬ダムの役割

についてです。 

私自身も理解できていませんでしたが、治水ダムと利水ダムの違いについて、多くの

町民、民間人が理解していないと思われます。ダムですから、大雨のときは当然のよう

に下流域を守る防災の役目も果たしているものと思い込んでいました。そういう誤解を

持った方が少なくないと思います。 

最近の大雨で湧別川が増水するのは、昔に比べて瀬戸瀬ダムの機能が果たされていな

いのではないかと疑問を持ったのですが、先日、湧別川水系河川整備計画に関する説明

会に出席し、質問を行い、防災のための治水ダムではなく、発電のための利水ダムであ

ると理解したところです。以上から、意見の1点目として、治水ダムと利水ダムの相違の

周知を挙げたいと思います。 

次に2点目ですが、今の時代は、環境面への配慮から河川敷の樹木もふえ、自然は豊か

になったと思います。湧別川を下りながら中州などに立ち寄りごみ拾いを行うカヌー清

掃に2度参加させていただきましたが、カヌーから見る景色は全くの別世界で、湧別川は

自然が豊かなんだと実感しましたし、護岸ブロックも環境の一部として風景化されてお

り、防災も重要なことだと実感した次第です。 

また、冬は湧別原野クロスカントリースキー大会に何度か参加し、雪の河川敷を滑走

したときも、湧別川の自然環境の素晴らしさを感じました。多分それは、参加した者に

しかわからない感覚と言えるくらい、全くふだん見たことのない湧別川水系の景色です。

自然を豊かに、動植物がはぐくまれることはとても大切なことだと考えます。しかし反

面、樹木や草が生い茂り、河川敷の道路も減り、川へ簡単に行ける場所は昔より少なく

なりました。 

そこで、2点目の意見ですが、網走管内のほかの一級河川と比べた場合、例えば築堤の

上を舗装したサイクリングロードなど、湧別川とかかわりを持てる場所が少ないように

思います。舗装化されれば、自転車やウォーキング、散歩など、もっと湧別川を身近に

感じる機会がふえるのではないかと思います。特に下流域である湧別町にはそういう環

境が少ないように思います。川の自然環境に配慮しつつ、築堤天端を利用した整備計画

を行ってはどうかというのが、私の二つ目の意見です。 

3点目、自然、動植物ですが、湧別川には多くの魚が生息しています。しかし、近くに

住んでいても意外とわかっていない、知らないということもあります。湧別川というの

は、近くに流れる川という意識しかありません。ここに行けば湧別川のことがわかると

いう場所があるといいのかなと思います。例えば道の駅に湧別川のコーナーを設置する
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などです。 

実は、さまざまな経験から湧別川に携わる個人やグループ、団体が多いことを知りま

したが、皆がばらばらに活動しているので、その横つなぎの役目も果たせるのではない

かと思います。湧別川水系河川整備計画に大切だと思われる上流から下流まで連携した

意識を持ってもらう意味でも、湧別川のことがわかる場所という提案、意見に至りまし

た。 

これが私の意見のすべてです。湧別川水系河川整備計画には防災の面と自然環境保護

の両面が必要だと感じますが、そのために川に関心を寄せてもらう工夫も必要だと感じ、

以上三つの意見を述べて終わります。ありがとうございました。 

 

＊ 事務局 

ありがとうございました。 

続きまして、湧別町の絹張様、よろしくお願いいたします。 

 

＊ 絹張洋史 

皆さん、こんばんは。私は、河川環境の保全について1点だけ述べさせていただきたい

と思います。 

私は、湧別川でカヌーや釣りを楽しむグループに所属しています。川の環境学習や源

流の北大雪山系への山登りなども行っています。私たちのグループでは、子供たちが川

で安全に遊びながら川の環境について学ぶことができる機会として、せせらぎスクール

を主宰しています。この中で、川虫などをつかまえ指標に当てはめる水質の判定方法だ

とか簡易試薬を使った水質検査を通して、湧別川はおおむねきれいな川だということが

わかってきました。 

しかし、地域の中では川は危険で汚いというイメージが強く根づいているのも事実で、

今の子供たちの親の世代の多くは川で遊んだ経験が少ないということから、近づかない

のが一番との思いが背景にあるようです。このようなことから私は、湧別川の河川整備

計画を検討される上で、環境の保全に関し、発電やかんがいなどの産業や経済面からの

利用だけでなく、流域全体の豊かな自然環境を遊びの場、学びの場としてワイズユース

する賢い利用方法を計画の検討に反映していただきたいと思います。 

平成20年3月に示されました湧別川水系河川整備基本方針においてこの川の豊かな自然

について述べられていますが、水源から河口まで一貫した計画のもとに、段階的な整備

を進めるに当たっての目標を明確にして、河川の総合的な保全と利用を図る。治水、利

水、環境にわたる健全な水、物質循環の構築を図るため、流域の水利用の合理化、下水

道整備等について、関係機関や地域住民と連携しながら、流域一体となって取り組むと

記されています。 

この基本方針により整備を進められるわけですが、人命や財産を保全するということ
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は当然ながら優先されるべきものです。しかしその一方で、整備により自然環境や生態

系に少なからず影響があることも、流域で暮らす人たちに正しく伝えられ、理解された

上で計画的に整備や維持が進められるべきと考えています。 

今回示されました整備計画の原案においては、河口から31.5kmまでの大臣管理区間に

限られた整備内容を検討することが定められていますが、治水や利水という点で人口や

産業が集中するこの区間に重点を置いた計画となることは一定の理解をするところなの

ですが、動植物の生態系に配慮し、環境の保全を含めた計画として、実際に整備や維持

が進められていく中で、環境に与える影響や変化を正しく評価できる計画であるために、

大臣管理区間から上流の北海道が管理している流域も含めた流域全体の環境保全を計画

に含めていただきたいと思います。 

また、基本方針の河川環境の整備と保全において、かつての良好な河川環境の再生に

努めると述べられていますが、湧別川流域には利水のための堰やダムなどがたくさんあ

り、本来源流部まで川をさかのぼる種類の川底を移動する魚や虫にとっては、良好な状

況とは言えない状況にあると思います。 

これらの堰やダムにより流域が分断される以前の時代において川が良好であったこと

は述べるまでもありませんが、その時点に戻すことは現実的ではなく、今後において、

環境に十分な配慮をした生態系に優しい魚道の整備などを進めることが必要と考えてい

ます。 

現在でも、魚道が設置されていないものや、その管理が十分ではなく、機能していな

いものが見受けられます。流域に設置されている工作物全体に環境面からの評価を行い、

小型の泳力が弱い魚類や水生昆虫などの底生動物が源流域と行き来できるような改修や

適正な維持が今後行われることを望みます。また、魚道を設計される際には、渇水期の

流量だけでなく、増水期に遡上する種類もいて、上れない魚道となってしまうようなこ

とのないように設計に配慮していただきたいと願います。 

さらに、湧別川流域全体を通して、外来生物による生態系への影響が心配されます。

本来はアメマスやオショロコマなどイワナ類の生息域の源流部がダムなどで下流と分断

され、狭い範囲で世代交代が繰り返されている場所に外来種の放流が続くと、在来種と

の置きかわりが起こることが考えられます。過去に白滝市街で行われた調査では、自然

繁殖した小型のニジマスが優勢になっている区間も見られ、イワナ類との産卵期やえさ

の競合、ヤマメとの交雑が心配されるところです。 

また、支流域の武利川でも、アメマスやオショロコマの生息する上流域で観光を目的

とした釣り大会のためにニジマスの放流が続いていて、その下流にあるダム湖では、ニ

ジマスとともに持ち込まれたウチダザリガニが確認されています。 

平成16年に外来生物法が制定され、ウチダザリガニについては特定外来生物として移

動の制限や駆逐の対象になっていますが、ニジマスに関しては規制はありませんが、分

布が拡大しないよう細心の注意が必要とされる要注意外来種となっています。しかし、
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イベントなどでなじみが深いことからニジマスは外来生物との認識が低く、この流域で

拡大が続いているようです。 

このようなことから、今回の整備計画の策定に当たって環境分野の検討を進められる

上で、大臣区間にその範囲を限定することなく、集水域全体のあるべき姿を反映したも

のとなることを希望いたします。 

以上です。 

 

＊ 事務局 

ありがとうございました。 

続きまして、遠軽町の鈴木様、よろしくお願いします。 

 

＊ 鈴木茂男 

遠軽町の鈴木です。私が遠軽町に住んだのは、昭和の終わりまでの10年間と、その後9

年間は別なまちに住みましたけれども、9年たってまた、住みやすいまちというか、こぢ

んまりとしてまとまりのあるまちというか、そういうことで退職後の土地として遠軽を

選びました。 

平成10年から遠軽に最初住んだのですけれども、住んで間もなく役場の方が一戸一戸

回って、チラシといいますか、連絡といいますか、そういうものを各戸に配りました。

それを何かと思って見たら、雨が大分続いて被害が出そうなので、避難する準備をして

くださいという文書でした。 

住みやすいまちとして選んだのに、えらいところに住んでしまったなとそのときは思

ったのですけれども、私が住んでいるところの自治会はその当時、五百数十戸あったの

です。向遠軽という地域だったのですけれども、平成になって、新興住宅というか、住

宅街になって、戸数がどんどんふえていきました。 

私は、昔の向遠軽ですが、今は東町という地域になっていますけれども、東町の1丁目

に住んでいます。その大きな自治会を持っていた自治会長さんが体調を壊して、11年前

の6月になぜか何も自治会を知らない私に自治会長をやれと強引に、半ば強制的に押しつ

けられて、それから地域のこととか自治会のことを一から学ぶというような状況でした。 

そうなった状況の中で間もなく、先ほど言った役場からの連絡が来ました。この地域

はこのままでいいのかなと、そのときはそう思っていたのですけれども、困ったことは、

自治体のほうに何か文句を上げておけば住みやすくなるんだ、改善できるんだというふ

うに思いながら住んでいて、幾つか要望を上げました。 

例えば、簡単なことですけれども、公園通りという道路がありますけれども、そこに

縁石とアスファルトの間に草がぼうぼう伸びてきます。そういうところも役場で、草が

伸びているけれども、取る計画はないのかいといったら、予算もないし、人も頼めない

ので、ありませんと言うのです。それだけであとは言いようがなくて、そのうちに自治
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会の一人が黙々とその草を取り始めて、やはり自治会に住んでいる人はきれいな地域に

住みたいんだなということを感じて、最初は私とやり始めた人と2人でやったのですが、

余りにも仕事の量が多くて、これは1人や2人でやるものでなくて、自治会全体で取り組

む問題だなということで、今は町全体の一斉清掃というのが春、秋ありますが、そのほ

かに2度ほど地域の皆さんに呼びかけて、東町1丁目ですので、クリーン東一というふう

にしていますが、そういう日にちをつくって、皆さんで本当にきれいに草取りとか美化

活動をしていただいています。 

あと、3年前から、道道遠軽芭露線というのがあります。そこは自衛隊と駅を結ぶ道路

で、連隊通りという名前がついているのですけれども、立派な連隊通りという名前が上

に掲げてありますが、下を見ると草ぼうぼうで、そこには風で飛んできたごみとかたく

さんたまっていた状況。3年前。それで、何とかならないかといって、これも自治会の皆

さんに呼びかけて、私は30分程度というふうに考えたのですが、実際には1時間半もかか

ってしまったという実態で、町で今盛んに植えて、皆さんに見ていただいているコスモ

ス園があります。そのコスモス園の種の余ったのをちょっといただいて、そこに植えま

した。 

そうすると散歩する人も、すごく気持ちいいねというふうな声が出てきて、その後そ

の道路の管理は、オホーツク総合振興局と今度新しくなったのですか、舌をかみそうな

名前になって苦しいのですけれども、当時は土現といっていました。そこに働きかけて、

種をいただいたり、支援していただきながら、ことしも、もうコスモス、わい性ですけ

れども、咲いてきています。地域全体をきれいにしたり、美しくしたり、そういう活動

を通しながら人間と人間がつながって、地域の安心して、安全で過ごせるまちづくりに

つながるなという、そういう考え方で今進めております。 

その後、地域は、遠軽町のハザードマップというのができましたが、それを見ても、

一番早く水のつく地域だったのです。というのは、私どものところは、生田原川と湧別

川のちょうど合流する内側にできている地域です。ちょうど東町1丁目がそこに当たりま

す。そうすると、水の行きどころがなくてあふれてしまうということで、自主防災組織

というのを立ち上げました。 

立ち上げたときは、網走管内にはたくさんの自治会があるけれども、自治会が防災組

織を立ち上げて活動しているところはほかにないでしょうというふうに当時は言われて

いたのですが、平成17年に立ち上げをしました。立ち上げる前に、自治会の役員50名前

後が集まって、避難訓練というのはどんなものかということを自分たちで体験して、そ

れをもとにしながら自主防災組織をつくっていきました。 

その後、網走管内でも数少ない自主防災組織なので、大事にしなければならないとい

う考え方が網走支庁にもあったのだと思いますけれども、支庁を通して、役場を通して、

コミュニティ事業という、宝くじの余剰金といいますか、そういうもののお金をコミュ

ニティ事業ということでいただける方法があるよということを教えていただいて、それ
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を申請しまして、200万円をいただきました。それで、200万の1割するぐらいの物置を買

って、その後、百数十万はその中に入れる防災備品、発電器だとか、アルミのリヤカー

だとか、1kgの米が一遍にたけるような炊飯器だとか、そういうもろもろのものをその中

に整備しています。 

私どもは水のつく地域だから、まず最初に自分の身を守ろうということでそういう取

り組みを始めました。皆さんやはり切実な問題になっていますので、意識も高いので、

皆さんの協力体制はかなりいいなというふうに思っております。 

その後、平成19年には、消防団と一緒に自治会が防災訓練をする。実際に、川が氾濫

するので、土のう積みをやったり、弱者を助ける活動だとか、そういうのも実践さなが

らにやっていただきました。 

21年には、昨年ですけれども、文部科学省のスタッフと一緒に、東京工業大学の角本

繁さんという人が代表で、そうそうたるメンバーが来ていました。25日にもその人たち

の講演がありますけれども、その人たちの指導を受けながら、防災訓練の情報処理をシ

ステム化するということで、コンピュータを使ってシステム化することと、無線ＬＡＮ

を走らせて、役場と被害の現場と避難している場所、その三つが同一情報を持ちながら、

次の行動をどうするかということを考えるという訓練を昨年させていただいて、大変勉

強になったところです。 

そういうことで私どもは、自分たちでできる訓練とか、地域をきれいにしたり、地域

を活性化したり、やれることをやりながら、ただ逃げる準備だけするのでなくて、逃げ

なくてもいい地域づくりを考えなければいけないのでないかという意見があちこちから

出てきて、そのころから、役場はもちろんのことですけれども、中湧別にある開発さん

に、前の所長さんのときにもいろいろ要望を持ってお邪魔したこともあります。同じよ

うに土現さんにも行ったりして、こういうことができないかということでお話ししたの

ですが、何せここからここまでは土現だよとか、ここからここまでは開発だよと。 

私どもにすれば、そういうふうに区分けしてやると、どうしても川というのはつなが

っていますので、その辺を解決して、一緒にやれるというか、ずっとたどっていけば予

算はきっと、出どころは決まっていると思うのですけれども、その辺がもうちょっと融

通を効かせてやっていけるようにならないと、私たちの要望はなかなか解決しないなと

いう考え方もあります。今回、とてもいい機会で、今後20年間の長いスパンでいろいろ

やっていかれる中に私どもの意見を聞いていただけるということは、大変うれしいなと

いうふうに思っております。 

それで、大きく分けて4点をこれからお願いしますけれども、大排水溝というのが湧別

川に、内水って難しい言葉というか、私たちはそういう言葉は余り知らないのですけれ

ども、内水が湧別川に流れ込むという場所が、私たちのちょうど一番下の手にあります。

素人の考え方で、専門用語も使えませんけれども、大排水溝が流れてきて、直角に今度

曲がって湧別川に注いでいくというふうになっています。素人考えでも、湧別川に直角



 11

に曲がるときにちょっと水ふえたら、そこは切れるよねという感覚です。だから、切れ

るのであれば、その排水溝を真っすぐ流して生田原川に抜けるようにしてはどうかとい

うのが一つ目です。堤防沿いに排水溝を流せば生田原川にちょうど抜けれるような地形

ですから、それが一つです。 

それから、以前にもありました。平成18年にちょっと大雨が降ったときに、地域のそ

ちらの川に近いほうは、水洗トイレが逆流してきて水洗トイレが使えないとか、マンホ

ールが噴き出すだとか、地下に水が入ってポンプを借りてくみ出すとか、バケツでくみ

出すとか、大変汚泥の処理なんかも苦労しています。そういう実態が川があふれない状

態でもあるんだということを押さえていただいて、切実な問題になっております。 

樋門を閉めることになれば、数百戸の地域が水浸しになるというふうに私たちは思っ

ています。まちの計画では、水があふれたときに樋門を閉めたときに、建設屋さんのポ

ンプを借りてつける。素人考えでも、ポンプをつけてくんだぐらいでは全然話にならな

いと言うと怒られますけれども、気休めのような感じです。そういうのでなくて、長い

計画の中で抜本的に変える必要があるのではないかということで、そのことが1点です。 

2点目は、大排水溝が流れてきている上のほうには40号線とか41号線とかという道路が

あります。その辺で川を生田原川のほうに抜く、またはそれのさらに上流のほうで何カ

所か抜くことによって、下がってくる水をとめることができるのではないかという考え

方もあります。それが1点です。 

それから、川底を掘らないという河川の規制があるようですので、それは規制がある

からだめだよというふうに返事が来るのだと思いますけれども、川底を下げるなり川幅

を広げるなりして、私たちの大排水溝よりも生田原川や湧別川の水位が上がらないよう

に工夫していただくという方法を考えていただきたい。 

もう一つは、最後の4点目ですけれども、大排水溝自体の構造を抜本的に変える。とい

うことは、大排水溝も、昔の水田があった時代、水田に引っ張る水ですから、あっちに

曲がっていたり、こっちに行ったりと回ってきています。それを、ここでこういうふう

に抜けば抜けるとか、そういうふうな場所がたくさんありますので、その辺を今後検討

していったらどうかなと。 

もう一つです。大排水溝にかかっている橋がたくさんありますが、コンクリートにな

っていて、水が流れるところが狭いのです。大排水溝はこのぐらいあっても。そうする

と、そこに木や石やごみがあれすると、いろんなところであふれるという実態になって

いますので、その辺も専門的に分析して、今後改修する必要があるのでないかなという

ふうに思っております。 

最後に、河川周辺の住民が、ああ、よかったと言えるような河川整備計画であってほ

しいなというふうに願っております。 

以上をもちまして私の話を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。 
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6．閉  会 

 

＊ 事務局 

ありがとうございました。 

以上で3名の皆様の公述が終了いたしました。それでは、網走開発建設部網走西部河川

事業所長の嶋崎より皆様へ御礼の挨拶を申し上げます。 

 

＊ 事務局 

網走開発建設部網走西部河川事業所の所長をやっております嶋崎です。本日ご出席の

皆様には、お忙しい中お集まりいただきまして、まことにありがとうございました。特

に公述人の皆様におかれましては、各方面から出席いただきまして、重ねてお礼申し上

げます。 

ただいま3名の皆様からいただきました意見は、湧別川の治水、利水、環境を踏まえた

検討を行う上で非常に参考になるご指摘であり、我々河川管理者としても真摯に受けと

めまして、本整備計画策定とその後の河川管理に生かしていきたいと思っております。

結果につきましてはホームページなどでお知らせしたいと考えておりますので、よろし

くお願いいたします。 

また、今後も引き続きまして、湧別川の河川事業等につきましてご理解とご協力のほ

どを申し上げまして、私からのお礼の言葉とさせていただきます。本日はどうもありが

とうございました。 

 

＊ 事務局 

最後となりますが、本日公述をいただきました内容につきましては、網走開発建設部

のホームページのほうでも公表させていただく予定でございます。 

以上をもちまして湧別川水系河川整備計画(原案)に関する公聴会を終了いたします。

本日はどうもありがとうございました。 


