
〔9月号目次〕

○「結いとうろう」に向けて「行灯（あんどん）」を作成しました 島根県河川課 

○協議会名を変更しました
島根県河川課

（『汽水の松江堀川』魅力アップ協議会）
○平成 28 年度 第 2回『汽水の松江堀川』魅力アップ協議会を開催

○こっころサンデーに参加しました 

○津波避難計画の基となる「津波浸水想定（素案）」を審議 

島根県河川課 ○第 1回島根県海岸保全基本計画検討委員会を開催しました 

○洪水から命を守るために気をつけることは？（出前講座） 

■河川課の「行灯（あんどん）」（第二浜田ダム完成） 

しまねの河川と海岸だより
平成 28 年 9 月号

発行：島根県土木部河川課 

土木部河川課で

「行灯（あんどん）」

作成しました。 

左記のイベントで

設置されます。 



河川課企画調査グループ 

（『汽水の松江堀川』魅力アップ協議会） 

『汽水の松江堀川』魅力アップ協議会の活動 

前号に続きお知らせです。9月 30 日付けで２団体が新たな会員となりました。 

①（公財）ホシザキグリーン財団  

② 松江市歴史まちづくり部まちづくり文化財課 

協議会名変更しました！！ 

平成 28 年 9 月 30 日に第 2回の協議会を開催しました。 

今回の協議会では、次の議事を協議しました。 

（１） 協議会規約の改定 

・構成員の変更 

（２） 城山内堀川での活動に関して 

・環境修復事業（ホシザキグリーン財団） 

・クリーン活動 

・広報・啓発 

・今後の進め方 

（３） その他 

・次回協議会の開催 

平成 28年度 第 2回『汽水の松江堀川』魅力アップ協議会を開催 

協議会の様子



平成 28 年 9 月 15 日松江市の京店商店街で開催されたこっころサンデーに、協議会のアドバイザ

ーの宍道湖漁協 桑原先生と河川課 1名で参加しました。 

来場者には京橋川で、タッチプールに入れた松江堀川の生き物に触れてもらう体験をしてもらい

ました。子ども達は、クロベンケイガニやザリガニを初めて触った様子で、喜んでいました。 

午後からは、突然、予定していなかった「釣り大会」を開催し、スズキ(体長約 20cm セイゴサイ

ズ)、ヒラスズキ、マハゼ(ゴズ)、ウロハゼが釣れました。 

出店ブース 釣り体験（スズキ体長約 20cm） 

タッチプール① タッチプール② 

こっころサンデーに参加しました！ 



■津波最高水位は、大田市より以西と安来市の５市で増加 

■浸水面積は、江津市を除く１０市町村で浸水域が増加 

■到達時間は、ほとんど変わらない 

凡例： 前回と比較して    増えた(長い)    減った(短い)     変わらない 

町村 
津波最高水位(T.P.m) 浸水面積(ヘクタール) 到達時間（分） 

前回 H24 今回 前回 H24 今回 前回 H24 今回 

安来市 0.7 1.0 2 4 - -

松江市 10.0 6.6 156 192 3 2

出雲市 5.3 5.0 101 129 1 3

大田市 3.2 4.4 32 74 7 7

江津市 3.2 4.8 68 53 6 7

浜田市 2.9 6.8 81 251 7 7

益田市 3.3 4.2 34 58 19 22

隠岐の島町 9.5 7.9 115 389 22 23

西ノ島町 10.5 7.3 69 125 19 ※31

海士町 9.4 5.3 22 128 25 26

知夫村 4.7 4.3 7 40 19 ※27

※西ノ島町と知夫村の到達時間は、再計算して次回委員会で示す    

（１）本委員会での検討事項とスケジュール 

（２）前回委員会意見への対応 

（３）Ｌ２津波に対する津波浸水想定の検討 

（４）Ｌ１津波に対する設計津波水位の検討 

津波避難計画の基となる「津波浸水想定（素案）」を審議
第３回島根県地震津波防災対策検討委員会開催 

河川課企画調査グループ 

委員会の様子

９月１４日第 3回委員会の内容 

★委員会の資料、議事要旨等は島根県防災危機管理課ホームページの以下のアドレスに掲載しています。 

http://www.pref.shimane.lg.jp/bousai_info/bousai/bousai/bosai_shiryo/tsunamibousai.html 

委員会事務局：島根県防災部防災危機管理課 

関 係 課 ：土木部河川課・港湾空港課、農林水産部農地整備課・漁港漁場整備課 

※津波の検討、国交省協議等は、河川課（企画調査グループ）で担当しています。 

津波浸水想定（素案）の結果 （１１市町村） 

※次回委員会開催は、平成 29 年 1～2 月を予定。年度末に正式公表を目指す（国土交通大臣へ報告）



委 員 会 の 目 的 

平成 26 年 6 月の「海岸法の一部改正」に伴い、平成 27年 2月に国の「海岸保全に関する基本方針」

が改定された内容を踏まえ、県が変更策定する島根沿岸海岸保全基本計画、および隠岐海岸保全基本

計画に関して、今後の海岸保全施設の整備・維持管理等の中長期的なあり方について学識経験者のご

意見を伺う

パブリックコメント  ～将来の海岸保全･施設整備へのご意見を募集します～  11/9 まで

第1回島根県海岸保全基本計画検討委員会を開催しました

委員会でお示しした海岸保全基本計画素案（島根沿岸・隠岐沿岸）へのご意見を募集します。 

○県トップページ ⇒ パブリックコメント へ！（県広聴広報課のＨＰからもアクセスできます）

www.pref.shimane.lg.jp/admin/seisaku/koho/come/ 
○島根県の各合同庁舎や県庁でも計画案を供覧しており、ご意見を受け付けています。 

河川課企画調査グループ 

(1) 本委員会での検討事項とスケジュール 

(2) 島根沿岸・隠岐沿岸 海岸保全基本計画の 

変更（素案） 

(3) 海岸保全施設の長寿命化計画 

(4) 住民意見聴取（パブリックコメント実施） 

委員会の様子

９月２０日第１回委員会の内容 



河川課防災グループ 

【編集後記】河川課 企画調査グループ 藤岡 八寸志

今号では「『汽水の松江堀川』魅力アップ協議会」の活動で、京店商店街で 

開催されたこっころサンデーに参加し、堀川で釣りをしました。 

一時間以上粘って、やっとの思いで釣り上げたら「ブルーギル（特定外来種）」でした。外来生物法

により生きたままの個体の運搬、保管、飼養が原則的に禁止されているため、適切に処分しましたが、

堀川にもいることがわかりとても驚きました。 

 さて、島根県河川課では、今後も引き続き、河川・海岸に関する話題を提供したいと思います。バ

ックナンバーは河川課ホームページにも掲載していますのでご覧ください。 

編集者 島根県土木部河川課企画調査グループ  

TEL：0852‐22‐5647 FAX：0852‐22‐5681 

mail：kasen@pref.shimane.lg.jp

河川課 しまねの河川と海岸だよりHP：http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/kasen/tayori/

このたび、平成２8年 8月２4日（水）に出雲市平田町の

平田保育所で行われた河川の氾濫を想定した避難訓練にお

招きいただき、３～５歳児と職員のみなさん約１５０名に対

して「洪水から命を守るために気をつけることは？」をテー

マに学習会を行いました。

当日は、台風を題材にした紙芝居を見た後、スライドにて、

洪水のときに気を付けること等について学習しました。その

後、引き続き行われた避難訓練では、子ども達は学習会で学

んだ避難をする時の合い言葉「おはしも」を守って、熱心に

取り組んでいました。 

この学習会で学んだことが、少しでも子ども達の記憶に残

り、もしもの時の安全な行動に繋がるきっかけになれば嬉し

く思います。 

島根県河川課では、県民の皆さんに河川行政への理解を

深めていただくため、ご要望に応じて職員が出向いて、お

話や意見交換を行う「しまね出前講座」を実施しています。

「しまね出前講座」の申し込みは、「土木部河川課」まで・・・下記の URLをクリック！
http://www.pref.shimane.lg.jp/seisaku/shimanedemaekouza/shakaikiban.html

お

は

し

も

おさない 

はしらない 

しゃべらない 

もどらない 

避難する時の合い言葉「おはしも」 

洪水から命を守るために気をつけることは？ 

～保育所の子ども達に学習会を行いました～ 

釣れたブルーギル


