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１．紀の川流域委員会の経過     
 

 本章は平成１３年６月７日開催の第１回紀の川流域委員会から
平成１６年３月９日開催の第１９回紀の川流域委員会に至るまで
の経過を以下の内容について記載する。 

 
 

１）紀の川流域委員会のこれまでの流れ     

２）紀の川流域委員会の開催状況    

３）紀の川流域委員会勉強会の開催状況 

４）意見聴取検討会の開催状況 

５）委員名簿 

６）紀の川流域委員会委員の委嘱 
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１）紀の川流域委員会のこれまでの流れ 

第１回委員会（Ｈ13.6.7）　⇒設立　　　　　　委員：２３名

第２回委員会（Ｈ13.7.18）　⇒紀の川の現状（治水）について説明

第３～４回委員会（Ｈ13.9.6、9.12）
⇒現地視察（直轄管理区間、大滝・紀伊丹生川ダム等）

第５回委員会（Ｈ13.11.2）　⇒紀の川の現状（利水）について説明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　大滝ダムの効果について

第６回委員会（Ｈ13.12.20）⇒紀の川の現状（環境）について説明

第７～８回委員会（Ｈ14.3.2、4.25）
⇒目標流量の検討（降雨特性、洪水パターンの検証、
　　大滝ダムの洪水調節方式、流下能力） 流出解析について

第１回勉強会（Ｈ14.8.1）
⇒紀の川水系工事実施基本計画について

第９～１０回委員会（Ｈ14.6.12、8.9）
⇒概略的な治水の課題と対応策

現状の説明

紀伊丹生川ﾀﾞﾑを河川整備計画ﾒﾆｭｰとして
取り上げない

【決定事項】

第２回勉強会（Ｈ14.9.17）
⇒工実ﾓﾃﾞﾙと整備計画ﾓﾃﾞﾙの計算条件の違いについ
て

第１１回委員会（Ｈ14.9.27）　⇒遊水地と環境対策

第１２回委員会（Ｈ14.11.18）　⇒目標流量の設定
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　遊水地の検討

第１３回委員会（Ｈ15.1.20）⇒利水について（委員からの情報提供）
　　　　　　　　　　　　　　　遊水地の効果について

第１４回委員会（Ｈ15.3.10）　⇒治水対策の課題と対応策

第３回勉強会（Ｈ14.10.31）
⇒現地視察（遊水地）

第４回勉強会（Ｈ14.12.25）
⇒総合治水対策での合意形成
　工実と整備計画ﾓﾃﾞﾙの計算条件の違い

目標流量の決定
→S34.9型洪水に決定

【決定事項】

第１５回委員会（Ｈ15.6.2）  　⇒河川整備計画立案（治水編）
第１７回委員会（Ｈ15.9.18）   ⇒河川整備計画立案
　　　　　　　　　　　　　　　　（環境、利水、維持管理・利用編）

第１６回委員会（Ｈ15.7.28）　⇒意見の聴取方法について

第１８回委員会（Ｈ15.11.19）　⇒意見の聴取方法について
　　　　　⇒今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料について

第１回意見聴取検討会（H15.8.11）
 ⇒関係住民の意見聴取方法について

意見聴取方法の決定
第一稿の決定
→意見聴取を第一稿で実施

【決定事項】

第19回委員会(H16.3.9)　⇒今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料に
                                    ついて（第２稿）

関係住民の意見の聴取（河川管理者実施）
　記者発表・自治体説明会・関係住民説明会・
アンケートの実施

第２稿の了解
委員会報告書の作成

【決定事項】

第２回意見聴取検討会（H15.8.27）
 ⇒案内の方法、聴取の方法、フォローアップの方法

第３回意見聴取検討会（H15.10.８）
 ⇒パンフレットとアンケートについて

第４回意見聴取検討会（H15.1１.４）
 ⇒住民意見の聴取方法について【提案書】
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２）紀の川流域委員会の開催状況 

2004.3.9現在

年月日 会議名 内容

2001.6.7 紀の川流域委員会設立会 ・規約の策定

第１回紀の川流域委員会 ・２３名の委員により発足

・委員長に中川委員決定

・委員会の情報公開、運営方針、

　今後の進め方について審議

2001.7.18 第２回紀の川流域委員会 ・委員長代理に小田委員決定

・各委員から「紀の川とのかかわり等」

・紀の川の現状説明

2001.9.6 第３回紀の川流域委員会 ・現地視察

（現地視察） 【紀の川本川（河口から五條市）】

2001.9.12 第４回紀の川流域委員会 ・現地視察

（現地視察） 【大滝ダム・紀伊丹生川ダム】

2001.11.2 第５回紀の川流域委員会 ・紀の川の現状説明

・現地視察に関する意見交換

・情報公開方法の改訂について

2001.12.20 第６回紀の川流域委員会 ・紀の川の現状説明

・各委員からの質問について

・水郷水都全国会議の報告に対する質問と回答

2002.3.2 第７回紀の川流域委員会 ・各委員からの質問等について

・紀の川河川整備計画について（目標流量の検討）

2002.4.25 第８回紀の川流域委員会 ・紀の川河川整備計画について（目標流量の検討）

2002.6.12 第９回紀の川流域委員会 ・紀伊丹生川ダム建設計画について（報告）

・紀の川流域委員会勉強会運営方針（案）について

・紀の川河川整備計画について（河川整備対策について）

2002.8.9 第１０回紀の川流域委員会 ・紀の川河川整備計画について（治水の現状と対応策）

・紀の川流域委員会勉強会の報告

2002.9.27 第１１回紀の川流域委員会 ・後任委員の選定

・紀の川河川整備計画について（治水と環境対策）

・紀の川をとりまく環境について

・紀の川流域委員会勉強会の報告

2002.11.18 第１２回紀の川流域委員会 ・紀の川河川整備計画について（目標流量の設定について）

・紀の川河川整備計画について（遊水地の検討について）

・紀の川流域委員会勉強会の報告

2003.1.20 第１３回紀の川流域委員会 ・紀の川河川整備計画について（委員から出された意見等について）

・利水について

・紀の川流域委員会勉強会の報告

2003.3.10 第１４回紀の川流域委員会 ・紀の川河川整備計画について（治水対策の課題と対応策）

・紀の川流域委員会勉強会の報告

2003.6.2 第１５回紀の川流域委員会 ・組織及び運営方針について

・大滝ダムの状況について

・紀の川河川整備計画立案に向けての考え方について（治水編）

・岩出町の樹木について

2003.7.28 第１６回紀の川流域委員会 ・関係住民の意見の聴取方法について

・岩出町の樹木について

・大滝ダムの状況について

2003.9.18 第１７回紀の川流域委員会 ・後任委員の紹介について

・河川整備計画立案に向けての考え方について（環境編、利水編、維持管理・利用編）

・意見聴取検討会（中間）報告

・大滝ダムの状況について

2003.11.19 第１８回紀の川流域委員会 ・今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（直轄管理区間）について

・関係住民の意見聴取について

2004.3.9 第１9回紀の川流域委員会 ・今後の紀の川の河川整備に向けた説明資料（直轄管理区間）（第2稿）について

・紀の川流域委員会の進め方について

・大滝ダムに関する情報提供について  
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３）紀の川流域委員会勉強会の開催状況 

2004.3.9現在

年月日 会議名 内容

2002.8.1 第１回紀の川流域委員会勉強会 ・紀の川水系工事実施基本計画について

2002.9.17 第２回紀の川流域委員会勉強会 ・前回勉強会での質問の回答について

2002.10.31 第３回紀の川流域委員会勉強会 ・遊水地候補地等の現地視察について

2002.12.25 第４回紀の川流域委員会勉強会 ・飽和雨量について

・総合治水における取り組み（大和川）について

・昭和34年9月型洪水における氾濫箇所の分析について

2003.2.28 第５回紀の川流域委員会勉強会 ・第4回紀の川流域委員会勉強会で委員から出された意見等について

 

 

４）紀の川流域委員会意見聴取検討会の開催状況 

2004.3.9現在

年月日 会議名 内容

2003.8.11 第１回紀の川流域委員会意見聴取検討会 ・関係住民の意見聴取方法について

2003.8.27 第２回紀の川流域委員会意見聴取検討会 ・紀の川河川整備計画素案の案内の方法について

・関係住民の意見聴取方法について

・聴取意見のフォローアップについて

2003.10.8 第３回紀の川流域委員会意見聴取検討会 ・紀の川河川整備計画素案のパンフレットについて

・紀の川河川整備計画素案のアンケートについて

2003.11.4 第４回紀の川流域委員会意見聴取検討会 ・関係住民の意見の聴取方法について【提案書】

・紀の川整備計画素案のアンケートについて

・紀の川整備計画素案のパンフレットについて
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５）紀の川流域委員会委員名簿 

2004.3.9現在 

（五十音順、敬称略） 

№ 氏　名 対象分野 所属等 備　　　　考 任期

1 安藤　精一
あんどう　せいいち

人文（歴史・文化） 和歌山大学　名誉教授 第1回～第19回

2 井伊
いい

　博行
ひろゆき 治水・利水・環境（治水、水

資源、水質）
和歌山大学システム工学部教授 第17回～第19回

3 池淵　周一
いけぶち　しゅういち 治水・利水（水資源、水文循

環工学、渇水災害、水文学）
京都大学防災研究所 　教授
附属水資源研究センター長

第1回～第19回

4 石橋
いしばし

　貞男
さだお

人文（経済） 和歌山大学経済学部教授 第12回～第19回

5 今中　佳春
いまなか　よしはる

地域の特性に詳しい委員 元高等学校教諭 第1回～第19回

6 岩橋　健
いわはし　けん

人文（法律） 岩橋健法律事務所　弁護士 第1回～第19回

7 岩畑　正行
いわはた　まさゆき

地域の特性に詳しい委員 Ｗｉｎｄ　ＴＷＡ　 会員 第1回～第19回

8 上本　博康
うえもと　ひろやす

利水（水道原水） 和歌山市水道局水質試験室長 第1回～第15回

9 梅田　恵以子
うめだ　　　えいこ

その他（随筆家） 第1回～第19回

10 江頭　進治
えがしら　しんじ 治水（砂防・土石流、河床変

動）
立命館大学理工学部 　教授 第1回～第19回

11 江種　伸之
えぐさ　のぶゆき 治水・利水・環境（治水、水

資源、水質）
和歌山大学システム工学部　助教授 第1回～第15回

12 大谷　誠一
おおたに　せいいち

地域の特性に詳しい委員
21世紀のまちづくり 懇談会 (五條市長委嘱)
ＪＣ五條青年会議所　所属

第1回～第19回

13 小川　和子
おがわ　　かずこ

地域の特性に詳しい委員 紀伊丹生川ダム建設を考える会　副代表 第1回～第19回

14 小田　章
おだ　　あきら

人文（経済） 和歌山大学経済学部 　教授
紀の川流域委員会
委員長代理

第1回～第10回

15 神吉　紀世子
かんき　　きよこ 利水・人文・（親水、水文

化、地域、まちづくり）
和歌山大学システム工学部　助教授

紀の川流域委員会
勉強会座長代理

第1回～第19回

16 玉井　済夫
たまい　　すみお 環境（哺乳類・爬虫類・両生

類）
元和歌山県立熊野高等学校長 第1回～第19回

17 土岐　賴三郎
とき　　　よりさぶろう

環境（鳥類） （財）日本野鳥の会和歌山県支部長 第1回～第19回

18 中川　博次
なかがわ　ひろじ 治水・環境（河川工学、河床

変動、水質）
立命館大学理工学部 　教授

紀の川流域委員会
委員長

第1回～第19回

19 濱中　秀司
はまなか　ひでし

利水（漁業）
和歌山県内水面漁場管理委員会
会長職務代理

第1回～第19回

20 古田　皓
ふるた　　あきら

その他（マスコミ） テレビ和歌山取締役報道局長 第1回～第19回

21 牧　岩男
まき　いわお

環境（魚類） 和歌山大学　名誉教授 第1回～第19回

22 的場　績
まとば　いさお

環境（陸上昆虫類） 和歌山県立自然博物館学芸員 第1回～第19回

23 三野　徹
みつの　とおる

利水（農業） 京都大学　教授 第1回～第19回

24 養父　志乃夫
やぶ　　　しのぶ 環境（植物、自然環境修復技

術）
和歌山大学システム工学部　教授

紀の川流域委員会勉強会座長
紀の川流域委員会委員長代理

第1回～第19回

25 山﨑
やまさき

　貞一
さだかず

利水（水道原水） 和歌山市水道局工務部水質試験課長 第16回～第19回

26 湯崎　真梨子
ゆざき　　まりこ

地域の特性に詳しい委員 テクライツ社長 第1回～第19回
 

＊対象分野欄の（ ）は委員の専門を示しています。 
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６）紀の川流域委員会委員の委嘱 

 

 １．当初委嘱 

        委嘱日   平成１３年 ６月 ７日 

    任 期 自）平成１３年 ６月 ７日 

                至）平成１５年 ６月 ６日 

 

 ２．再委嘱 

        委嘱日   平成１５年 ６月 ７日 

    任 期 自）平成１５年 ６月 ７日 

                至）平成１７年 ６月 ６日


