福井県嶺南地域流域検討会ニュース ＜井の口川住民説明会編＞（平成 1６年１１月発行）

井の口川水系河川整備計画（案）の住民説明内容のご紹介
①『井の口川水系河川整備計画（案）住民説明会』について
「河川整備計画の背景」、「井の口川水系河川整備計画（案）」について、河川管理者よりスライ
ドを用いた説明を行い、住民意見の聴取および住民アンケート調査を実施しました。
■開催日：平成 16 年 5 月 27 日（木） 午後 7 時〜 ■会場：粟野公民館（敦賀市櫛林）
●「河川整備計画策定の背景」説明
●「井の口川水系河川整備計画（案）」の説明
●当日参加住民アンケート調査の実施

福井県嶺南地域流域検討会ニュース ＜井の口川住民説明会編＞（平成 1６年１１月発行）

●住民の主なアンケート調査結果
【設問 3.】治水整備の目標について
井の口川の河川改修にあたっては、およそ 50 年に
1 回程度起こる洪水に対応できる河川断面の確保を
目標としています。この目標設定についてどのよう
にお考えですか？

③安全すぎる
と思う１人
（1％）

④わからない
回答なし
7人(8%
）
5%人
）
5人(6
) （6％

無回答 7 人
2人
（8％3）
(38%)

【設問 4.】河川環境・生態系への配慮について
河川改修にあたっては植生を図れるような護岸づく
りや魚道の整備などを考えています。このような河
川環境の保全･生態系への配慮についてどのように
お考えですか？

③わからない
わからない
3人(4%)
3 人（3％
）

②良いとは
思わない 14人(17%)
14 人（17％）

回答なし
無回答 4 人
4人(5%)

（5％）

②原案の縦覧および住民アンケート調査について
「井の口川水系河川整備計画（案）
」（＝原案）を縦覧するとともに、住民説明会に参加できなか
った方の意見聴取のため、縦覧場所において住民アンケート調査を実施しました。
また、住民アンケートについては、直接沿川地区へ調査用紙を配布しての調査も実施しました。
■縦覧期間：平成 16 年 6 月３０日（水）〜7 月３０日（金）
■縦覧場所：①敦賀土木事務所１Ｆロビー
②敦賀合同庁舎１Ｆロビー
③敦賀市役所１Ｆロビー
④粟野公民館

③住民の主な意見とアンケート調査結果
「井の口川水系河川整備計画（案）」に対する住民のみなさんの主な意見と住民アンケート調査
結果の概要を整理しました。

●住民アンケート調査概要
（１）調査日
①住民説明会当日アンケート調査 ：平成 16 年 5 月 27 日（木）
②住民説明会事後アンケート調査１：平成 16 年 6 月 30 日（水）〜7 月１３日（火）
住民説明会事後アンケート調査２：平成 16 年７月１３日（火）〜７月３０日（金）
（２）調査総数
①アンケート回収結果：３５（当日）＋４９（事後）＝84 回答
②設問数
：全７設問（
【設問１．】〜【設問７．】
（３）調査対象
【設問 1.】性別

女性
38人(45%）

②適当だと思う
39人
32 人
（38％
）
(46
%)

①もっと安全に
して欲しい 39 人
（47％）

＜主な意見の例＞
流域の開発も考慮してほしい。
福井豪雨を教訓に、安全な河川改修を進めてほしい。

良いと思う
①良いと思う
63人(75%)

63 人（75％）

＜主な意見の例＞
食物連鎖の観点から見た、生態系への配慮を。
きれいな水・動植物の生態系が維持出来る河川管理を。

＜河川整備計画における対応＞

＜河川整備計画における対応＞

『想定される洪水を安全に流下させるため、
河川改修を実施します。
』
●全国事例や県内他河川とのバランスを考慮し、
適正な治水整備の目標を設定しています。

『自然環境の確保・動植物の生息環境の保全
に配慮し、対策を実施していきます。
』
●治水安全度を確保した上で、環境保全に配慮し
適正な維持管理に努めます。

【設問 5.】親水整備について
護岸の整備にあたり、川の中に降りやすいよう、階
段の整備等も考えています。このような親水施設の
整備、または親水機能の向上についてどのようにお
考えですか？

【設問 6.】河川環境・生態系への配慮について
整備後は、地域と協働した維持管理活動（除草やゴ
ミ掃除）を図っていくことを考えています。このよ
うな取り組みについてどのようにお考えですか？

無回答４人
③わからない
②良いとは 3 人（3％）回答なし（5％）
10人
4人(5%)
思わない(12%) 3人(4%)
10 人（12％）

③わからない
1 人（1％）

②良いとは
12人
思わない (14%)
12 人（14％）

無回答 5 人

回答なし（6％）
5人(6%)
1人(1%）

【設問 2.】年齢

無回答３人
回答なし
（4％
3人(4%） ）

女性 38 人
（45％）

男性
43人(51%)

男性 43 人
（51％）

無回答 2 人 20代20 代 1 人
（2％）
1人(１%) （1％） 30 代 5 人
30代
回答なし
70代以上
（6％）
5人
(6%) 40代
7人
(8%)
70 代以上 20 人
20人(24%)
6人(7%) 40 代 6 人
（24％）
（7％）

60代

60 代 27 人
27人(32%)
（32％）

50代
23人
50(27%)
代

23 人
（28％）

①良いと思う
67人
67 人（80％
）
(80%)

＜主な意見の例＞
事故が起きないよう安全な設計にして欲しい。
きれいな水質を前提に近づけるようにして欲しい。

66人
①良いと思う
(79%）
66 人（79％）
＜主な意見の例＞
ボランティアばかりに頼らないで欲しい。
（河川管理者と地域の役割を明確に！）

＜河川整備計画における対応＞

＜河川整備計画における対応＞

『身近な水辺空間、自然と親しめる河川空間
として親水機能の整備を行います。
』
●安全性に配慮した設計とし、下水道整備との
連携や地域との協力により水質改善を図ります。

『地域協働の維持管理活動の啓蒙と推進に
努めます。
』
●河川愛護の精神を地域住民の皆さんと共有し、官
民一体となった井の口川の環境保全に努めます。
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福井県嶺南地域流域検討会ニュース
☆☆☆☆☆☆☆☆☆

敦賀土木事務所からのお知らせ

＜井の口川住民説明会編＞

☆☆☆☆☆☆☆☆☆

●住民アンケート調査では、この他たくさんのご意見を頂きました。
住民アンケート調査結果の詳細および【設問７.】の自由意見については、下記の場所で供覧
ができる他、ホームページからもダウンロードできます。

このニュースレターは、
「井の口川水系河川整備計画（案）住民説明会」の開催状況及び「井の口川
整備計画（案）
」の縦覧と住民アンケート調査を実施した結果をとりまとめたものです。

編集・発行

＜「井の口川水系河川整備計画（案）」および住民アンケート調査結果の供覧場所＞
①敦賀土木事務所

（住所：敦賀市中央町）

②敦賀市役所

（住所：敦賀市中央町）

③粟野公民館

（住所：敦賀市櫛林

）

井の口川住民説明会が開かれました。
これまで、右記の日程で嶺南地域検討会が開
催されてきました。井の口川については第４回

福井県嶺南振興局敦賀土木事務所

これまでの嶺南地域流域検討会の経緯
第１回

●嶺南地域流域検討会の設立
(H14.12.25) （流域検討会の規約等）

（H15.11.10）、第５回（H16.3.15）の日程
で検討が行われ、5 月には住民説明会、6 月〜

第２回

7 月には整備計画(案)が縦覧できるよう、縦覧

(H15.3.24)

場所を設置し公開してきました。また、これに

(H15.6.11)

第３回

●多田川現地視察会
● 多田川水系河川整備基本方針（案）,
河川整備計画（案）について

伴いアンケート調査を実施し、「井の口川水系
河川整備計画（案）」に対する住民のみなさんの

福井県嶺南地域流域検討会ニュース＜井の口川住民説明会編＞
平成 1６年１１月発行
【編集・発行】福井県嶺南地域流域検討会
【連 絡 先】福井県嶺南地域流域検討会

意見をいただくなどの活動に取り組んできまし
た。

第４回

(H15.11.10)

第５回

(H16.3.15)

●井の口川現地視察会
●井の口川水系河川整備基本方針（案）,
河川整備計画（案）について
学識経験者からの意見を頂き原案を作成

＜本ニュースレターの内容＞

事務局

『井の口川水系河川整備計画（案）住民説明会』
H16.5.27 開催
●井の口川水系河川整備計画（案）の説明
●住民アンケート調査の実施

●福井県土木部河川課（小野田）
〒908-8015 福井市大手３−１７−１

電話：０７７６−２０−０４８１

『井の口川水系河川整備計画（案）の縦覧』
H16.6.30〜7.30
●住民アンケート調査の実施

●福井県嶺南振興局敦賀土木事務所地域整備課（徳庄）
〒914-0811 敦賀市中央町１−７−３６

住民意見の聴取

電話：０７７０−２２−４６６１（代）
●福井県嶺南振興局小浜土木事務所地域整備課（中島）
〒917-0241 小浜市遠敷１−１０１

電話：０７７０−５６−２１００（代）

福井県嶺南地域流域検討会ホームページアドレス
http://info.pref.fukui.jp/kasen/index.html

井の口川住民説明会（H16．5．27 開催）の様子

第６回

●佐分利川現地視察会
(H16.7.20) ●佐分利川の現状・課題と目指す
べき方向性について

「福井県嶺南地域流域検討会」の設立について
●平成９年の河川法の改正に伴い、河川管理者は、河川の長期的な基本計画である「河川
整備基本方針」、および２０〜３０年間の具体的・段階的な計画である「河川整備計画」
を策定することとなりました。
●福井県では、嶺南地域の「河川整備計画」を策定するにあたり、学識経験者から意見を
頂くこととし、「福井県嶺南地域流域検討会」を設置することとしました。

