
  

 
 
 
 
 

  

  

  
 
 

      
 

              

                       

         

          

  

  

  

                     

 
 

 

 
 
 
    

 
    
    
      
      
      

第２４回 河川保全利用委員会(琵琶湖河川事務所) 

－ 今後の河川敷地利用を考える －

■開催日 平成２１年 １月２２日（木）

■時 間 １８：００～２１：００

■場 所 野洲市中央公民館 第 1集会室

－ 議 事 次 第 －

１．開会 

２．河川管理者からの報告	 <資料－１> 

３．議事

１）第２３回委員会活動の整理事項	 <資料－２,３> 

２）継続占用許可申請施設の審査	 <資料－４,５> 

・野洲川小浜河川公園（守山市） 

・野洲川改修記念公園（守山市） 

・野洲川川田河川公園（守山市） 

４．その他	 <資料－６> 

５．一般傍聴者からの意見聴取 

６．閉会

○配布資料

・議事次第

・資料１ 	 河川敷利用の基本理念・基本方針及び河川敷地占用許可申請・審査の

手引き公表資料

・資料２ 	  第  23 回河川保全利用委員会 議事骨子整理表

・資料３ 	  第  23 回河川保全利用委員会 審議事項整理表

・資料４	 審査表

・資料５ 	 平成  19 年 1 月 18 日付け意見書

・資料６	 今後のスケジュールについて



 
 

 

  

   

 

  
 

  

 
 

 

○河川保全利用委員会 委員の紹介（五十音順） 

氏 名 所 属 分 野 備 考 

川端 弘 守山市前教育長 地域特性に詳しい者 

北田 俊夫 ＮＰＯ法人 びわこ豊穣の郷 地域特性に詳しい者 ご欠席 

竺 文彦 龍谷大学 理工学部 自然環境［水質］ 
当委員会

委員長 

戸田 直弘 守山漁業協同組合 地域特性に詳しい者 ご欠席 

中井 克樹 琵琶湖博物館 自然環境［動物］ 

西川 博章 
龍谷大学講師 

(株)ラーゴ 
自然環境［植物］ ご欠席 

花田 眞理子 大阪産業大学 人間環境学部 自然環境［景観］ 

藤田 裕一郎 
岐阜大学 

流域圏科学研究センター

治水・利水 

［河川工学・土木工学］ 

三田村 緒佐武 滋賀県立大学 環境科学部 自然環境［生態系］ 
当委員会

副委員長

村上 修一 滋賀県立大学 環境科学部 その他［都市景観］ 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

資料－１ 

河川敷利用の基本理念及び基本方針と 

河川敷地占用許可申請・審査の手引きの策定について 

●河川敷利用の基本理念と河川敷利用の基本方針 

平成 9 年の河川法改正により従来からの目的であった「治水・利水」に加えて「河川環境の整備と

保全」が新たに目的化されました。河川環境を形成する重要な要素の 1 つである河川敷は、これまで

その活用によるまちづくりの推進などの要請に応えて公園等の施設整備が進められてきましたが、そ

の一方で、これらの人工的に整備された施設は、本来の川の姿を特徴付ける環境を失わせている現状

もあることから、河川本来の特性を活かした利用形態への見直しが求められてきています。

そこで、琵琶湖河川事務所では、「これからの河川敷地利用のあり方」を検討していくために「河

川保全利用委員会（琵琶湖河川事務所）（以下、「委員会」という。）」を平成 16 年度に設立し、

平成 16 年 11 月 7 日に開催された第 1 回委員会から継続的に「これからの河川敷地のあり方」を示す

「河川敷利用の基本理念（以下、「基本理念」という。）」と「河川敷利用の基本方針（以下、「基本方

針」という。）」を策定するために議論を行ってきました。 

平成 16 年 11 月 7 日に開催された第 1 回委員会から平成 20 年 12 月 4 日に開催された第 23 回委員

会まで、実に約 4 年もの歳月をかけて議論を行い、このたび「基本理念」と「基本方針」が策定され

ました。この「基本理念」と「基本方針」は琵琶湖河川事務所が所管する全河川に適用し、また新規

要望施設と既存継続施設を区分することなく適用することを原則とすることにより、失われた自然環

境が修復され、地域の貴重な財産である川が将来に保全・継承されることが期待されます。

2頁にて、策定された「基本理念」と「基本方針」の全文をご紹介します。

●河川敷地占用許可申請・審査の手引き 

基本理念・基本方針と並行して、申請者が委員会で審査を受けるための申請手順と、河川管理者及

び委員会が審査を行う方法や審査を行う際の基準を明確化するために、河川管理者が作成する「河川

敷地占用許可申請・審査の手引き（以下、「手引き」という。）」について、委員会としての意見を河

川管理者に述べてきました。そして、第 23 回委員会にて最終意見を述べたことにより、これまでの

委員会からの意見を踏まえた手引きが河川管理者によって策定されました。この手引きを利用するこ

とによって、申請者にとっては占用許可申請説明書作成の参考となり、また河川管理者及び委員会に

とっては同一の視点での審査が実施されることが可能となります。 

3 頁及び 4頁にて、河川敷占用許可制度の流れや委員会審査の流れ、審査項目等を記した審査表原

本についてご紹介します。

なお、河川保全利用委員会ホームページ（http://www.biwakokasen.go.jp/kasen-hozen/）にて、

手引きの全文を公開していますので、ご覧下さい。
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琵琶湖河川恵務所が所管する河川における

河川敷利用の基本理念と基本方針

河川敷は その活問によるまちづくりの後進などの嬰刊に応え 公潤等の施般整備が進

められてきた.これら公閣等の人工的に整備された施殴は、本来の川の姿を特徴付ける環

績を失わせている現状もあるため、何川本来の特性を活かした利用形館への見直レが求め

られている.そのため、ここに河川敷利用における基本理念と、その基本理念を基礎とし

てより具体化 汎用化した河川敷利用の基本方針を定める.

なお、この遺志本埋念及び基本方針は、新規要望値段と既存継続値段を区分することなく

適用守ることを際則とする.

河川敷利用の基本理念

川は、生物が生息 生育する場として地咳が有ナる貨車な自然環境であり、そのよ

うな環境に育まれた地域固有の風土 文化が形成されてきている.

こうした飽織の下で、失われた自然環境を修復し、将来に地域の貴重な財産を保全

継承していくために r }けでなければできない利用、川に活かされた利用』を毒事蔵す

ることを河川敷利聞の基本理念とする.

2 河川敷利用の基本方針

題琶湖河川事務所が所管する各河川における河川敷利用の基本方針は 基本理念を

踏まえて以下のとおり定める.

(1) 自然環境の保全 修復と治水、利水を踏まえたものとする.

(2) 偉もが河川と容易にふれあ之るものとする.

(3) 利用施設は、治水上の安全と利用者の安全に促慮したものとする.

(4J 利用施般の整備は、自然環境保全の観点から盤備の範囲を必要員長小限とし

供用附の自然環境への復元と整備資材の廃棄が容易な工失をするものとする.

(5) 利用が競合する場合は、関係者間で合意形成を図るものとする.

上位の基本理念及び基本方針を踏まえた望ましい利用形態の例としては、以下のものが

考えられる.

(,)自然環慢の保全 修復に向けた利用

(2)水環峰学習を推進するための利用

(3)治水 利水のあり方を理解するための利用

(4)自然散家等健康増進のための親水空間としての利用

(5)涜機の費回(生鰭的安鰻を含む)と歴史 文化を鍋なわない利用

以上

●河川敷利用の基本理念と河川敷利用の基本方針 
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●河川敷地占用許可申請・審査の手引き 

【河川敷占用許可制度の流れ】

【占用許可制度の流れ（公園等）】

③現地調査

　申　請　者
○占用許可の更新

○新規占用

河 川 保 全 利 用 委 員 会

住民

行政
現地調査

事前協議システム

②意見照会書の

　付託

④申請者及び

　河川管理者から

　占用施設の説明

⑤住民意見の

　聴取を要請

⑥ホームページ、

　対話集会など

　による意見聴取

⑦意見聴取

　内容の報告

⑧審議後、

　意見書を

提出

⑪河川敷地

　占用許可準則

　に基づく意見

　聴取 ⑬委員会に

　 報告 

⑫許可(期間等

　指導あり)

　又は不許可

⑩申請⑨意見書を

　参考とした

説明

①占用許可申請

　説明書の提出

河 川 管 理 者

時系列の流れ

【事前協議システムにおける委員会審査の流れ】

委員会１回目（現地調査・河川管理者から概要及び審査結果一覧表の説明）
※この委員会で時間があれば、河川管理者が審査を行った項目以外

の審査を行う。

委員会２回目（河川管理者が
審査を行った項目以外の審査）

調整作業会１回目（審査コメント、意見書の集約）

調整作業会２回目（意見書の集約）
※必要に応じて開催する

委員会３回目（意見書（案）審議）

ホームページや対話集会により
意見聴取を行う

・意見書提出
・委員会ニュースにて審査結果を公表

・河川管理者から申請者へ「占用許可申請説明書」の作成を依頼する。
・申請者は「占用許可申請説明書」を作成し、河川管理者へ提出する。
・河川管理者は、本手引きに基づき審査項目の一部を審査し、「審査結果一覧表」を作成する。
・河川管理者は、河川保全利用委員会へ意見照会書に「占用許可申請説明書」「審査結果一

覧表を添付して、付託する。

審議状況により、委員会回数の増減あり

委員会１回目（現地調査・河川管理者から概要及び審査結果一覧表の説明）
※この委員会で時間があれば、河川管理者が審査を行った項目以外

の審査を行う。

委員会２回目（河川管理者が
審査を行った項目以外の審査）

調整作業会１回目（審査コメント、意見書の集約）

調整作業会２回目（意見書の集約）
※必要に応じて開催する

委員会３回目（意見書（案）審議）

ホームページや対話集会により
意見聴取を行う

・意見書提出
・委員会ニュースにて審査結果を公表

・河川管理者から申請者へ「占用許可申請説明書」の作成を依頼する。
・申請者は「占用許可申請説明書」を作成し、河川管理者へ提出する。
・河川管理者は、本手引きに基づき審査項目の一部を審査し、「審査結果一覧表」を作成する。
・河川管理者は、河川保全利用委員会へ意見照会書に「占用許可申請説明書」「審査結果一

覧表を添付して、付託する。

委員会１回目（現地調査・河川管理者から概要及び審査結果一覧表の説明）
※この委員会で時間があれば、河川管理者が審査を行った項目以外

の審査を行う。

委員会２回目（河川管理者が
審査を行った項目以外の審査）

調整作業会１回目（審査コメント、意見書の集約）

調整作業会２回目（意見書の集約）
※必要に応じて開催する

委員会３回目（意見書（案）審議）

ホームページや対話集会により
意見聴取を行う

・意見書提出
・委員会ニュースにて審査結果を公表

・河川管理者から申請者へ「占用許可申請説明書」の作成を依頼する。
・申請者は「占用許可申請説明書」を作成し、河川管理者へ提出する。
・河川管理者は、本手引きに基づき審査項目の一部を審査し、「審査結果一覧表」を作成する。
・河川管理者は、河川保全利用委員会へ意見照会書に「占用許可申請説明書」「審査結果一

覧表を添付して、付託する。

審議状況により、委員会回数の増減あり 

- 3 -



 

 

 

  

.盆" ..司圃同 •••• ..肉・.，健明

·事・. ......酬・ HUll骨骨

"' j・.，町併 齢制酬・ U."Vn 、加

A.a,.. 釧 -・・2・"の・・ ……1・J~~略リ・…一一 n.，~~.)

..程
~... ー叫I'II f..~"6.. ・."..岨同仰臥.同 H ・P

3・... .用 ill. ，....・-帆定、加 ι何同区間"山 e

"・柵 n.で岬時"固守."....，

。、.盤 n 州岨1・ 狙同時間・WD叫4・"・E聞週量札..

z撚t
調 11-...0 岬岨盆崎・ a・L先代岡崎吟刷期前例巳.，皿

A咽H 調叩ぴ闘相"問・ H・叩""'..'~・ ~""U·.~'" 帆... illk>iI. D'・.鱒."川町山地 1・E 輔副捗る剛山}がaC"..，oil司."'.."'U即時仇

'傘"の帥 山山・

.，険鐙 岡村山…@崎"tIl".~t珂駅.岡山崎l事叫日間一山e... II11"illlI ...眼鏡竃守備闘齢制 ..u.u 削卸恥問削""，.

..,.11 ...……岡山叫叫帆

a・・... 叩岡崎.，・・"'."".岡山川叫山崎叫.枇叫叩 B志向知山町即日.

·闘. 帽l 聞"n...司圃...叫制限...で欄・・"削回、仙

口側剛幽川 ·開剛 目制脚醐帥圃輔叫同，，"~・+4>..，の州帽 lτ日間総醐"て2危仇

...1 …".."."・...帆舵回明仙川町並 I~'" は叫

a・・ m‘・.... 回山目川町抑制制帽醐刷 ..叫蜘憎mHLmw，K，MUL1M・のも町問恥、・9判明帽..，'"加ι《向山哨剛山同時胤てもも

..~.lt 山附山町・~"...f臨む'......"......".，"n帆

2九 剛闘 川町山岨ご剖閉山・".・a...)，..・L官官

総重
E .. 同レ幽藍'"・ Rほ剛.....'"も仇

帽1・ n ..‘・ :f...の~"U"，n 加ι

別 糊制. ー..叫.

• 聞峰 .-8.. 帽1抑制.腫・・t・岬...・・M叫.'L-n'"''

附・6・・ 叩の億M・M・・附，~.桃山町叫..綱嶋傾向"・…・…

明..，・ 制帽舵...11.ω3嶋崎加悦.....飽馴岡崎倫

帽同 トA 問山、 町叫叫岬"'..'"・-

剤使・岨Z同 周蜘輔副・a 嚇蜘"帽代_'I.1t岡(枇"..，向"

.咽悦 同制闘胴崎悦岳町柵......... 輔自~..，，~出削叫同 H嗣川町肺.，."令 ..

-問R屋1"・見
剛純見 師笹山川町山'.u.."t ・W同比即

.，民?司. 岬刷“‘悶岡崎."'..-。闘...凶仇."..."'"周園出初回@叫 .""W'4 え制".

，賓明.."，・
師いる a"F と何駒山町...闘，....."..幽草川島枇固悶叫町即日藍叫.'...."・・【四..........叩叫もて

·・哩・ 岬H剛・・山・H町・H酬・-の m埠H町@L 回".省出、 aF tA 仇雌闘，~畑町抑岡田制叫欄坤ゆ ..l.... ，..側同情哨周....て h 帆.

".on 川町間"IITiI'''''1l即闘と山..，~~・m・-凶...."回同剣山川町市とt"..'~fi・-与え山

".••••• 岬剛山岡市町・ IU..L."...."回開!I'IIl: t"i1l11味。...._.岬@棚、'.

"・ ..・ 川間町田岨."'IIl""..叫...."即 uu".t 吋>II~"..'t.."叫，..

目..

m . 訓"“‘岡田叫蜘剛帽...盆凶...."...•叫II..'"同制崎.醐帆“・''''1.''

..旬開 M・剛=蜘"'..-..~.，悶""".

•••• 師"“‘岡田 1 削るH・・・.，.・ a・m・-凶...."醐.・ U..t"~..・帽酬岨"."， ~".nJ刷、h

組曲 訓"と何回 l叫

，・z‘ 川h・a・-間...町・田...叫 ..jl"..llf圃叫・~亀山崎山川町・ ."....n;. I/;.II......_ t.・!L...."刷刷醐向 ....tl"'a.t

3L，・・4Aa州・・同"・軍n.k-•
醐H 岬叩T・・"'.."iI"'"勧告・IIII.tL. n· ，，"，

4陶..叫e弔問 ""，"U!I・M・"・".守山山間叫山川

"酬@帽 闘で町山.......;;1"..."閉山.

'・4民 'U..>."ti.' 調叱・..."・T~n'6".'開..，

B・2aR
.., ..・・・ 川町畑山崎"の M盛田町帆舵岨叫叫機岬 z・*..""， .t山刷、 h

~. 同開 山山崎町刷崎町川山肌….n;I'> n帆

忽 -・・・・ 1盆 巴岬悶耐輔叩闘し M・・"，，.. Jott..~ t;・・ M叫山修胤 τh ・.

·柑町 回"_II. n.叩.即時 T印私'"州

制

同 制咽同 剛山岡崎間山舗が ·...*·"..*':".t.r ll1·~_叩・ ..叩酬1:1..1':1.....'..... 同剛山岡崎馴闘"同 IIt&- (，""..帽 .~t;....t;... 岬.'....·~II"'..~ !l1I悦吋週初 H岡崎..1"1..".. ..

制度目. ....:10'. 眠帥..を恥示、・ 9

-・ ..
.. 川町向山主...1"1...."'.....宮崎町出叫......

2禽繍 岬町山叩時酬の回帰 .~t;....t;

同 齢3禽. 岬R・と何回"..."同叩 lilt.. 山枇醐同町山田明 "ltr.." It.).t. I""~ 恥

"・ a.. J1:<;...-..・ H酬凶む

【審査表原本】 

- 4 -


