
地域の想いの実現に向けた渓流保全工親水整備計画・維持管理計画検討ワークショップ

～湯沢砂防事務所と

背景と目的1.
湯沢砂防事務所では、

的から、浅貝川渓流保全工の事業を実施してい

浅貝川が位置する

名な観光地であり、渓流保全工
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水性の確保や豊かな自
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事業実施上

いく中で、具体的な

り合わせがなされて

半に整備された

関して利用上

茂しているという

このため、

に寄与する整備を目指し、

備区間の親水性に配慮した整備計画

とりまとめるため、「浅貝川渓流づくりワークショップ」

（以下、ワークショップ）を開催し

ワークショップの2.

ワークショップは、

や観光協会の役員等と、事務所、

意見交換を行

や子育て世代の女性など

が参加する意見交換を行
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・意識の共有（浅貝川への想い）
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・浅貝川渓流保全工区間の利用
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理について

2017.2.16） 
・浅貝川渓流づくりワークショ
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住民からは、

歩きたい」、

所・地名を残したい」など、様々な「浅貝川への想い」

が意見として出され

する内容と「

内容に区別

例えば、「桜並木

管理用通路を確保した上

植栽用地として確保することとし

木の維持管理は地域で行うよう

の合意形成

整備イメージを
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ワークショップ

配慮した施設の配置計画

維持管理計画4.
既往事例
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ていたこともあり、初回から維持管理に関する意見が
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住民からは、「川遊びの拠点がほしい」、「川沿いを

、「魚のすめる川にしたい」、「地域固有の場

所・地名を残したい」など、様々な「浅貝川への想い」
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と「「地域での取組み」で実現化を目指す
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管理用通路を確保した上

として確保することとし

木の維持管理は地域で行うよう

形成を行った。また、

イメージを CG で作成し、

える化”し、住民の想いとの齟齬を解消し

ワークショップでまとめた成果として、

配慮した施設の配置計画

図 3 意見の反映例

維持管理計画
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行われないことが課題となっている。

下流側の整備済み

ていたこともあり、初回から維持管理に関する意見が

図 4 ワークショップでとりまとめた親水性に配慮した施設の配置
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川遊びの拠点がほしい」、「川沿いを

「魚のすめる川にしたい」、「地域固有の場

所・地名を残したい」など、様々な「浅貝川への想い」

「砂防事業と

「地域での取組み」で実現化を目指す

して課題を整理した。 

にしたい」という意見に対しては、

管理用通路を確保した上で砂防用地内に

として確保することとし、

木の維持管理は地域で行うよう整備内容と

。また、各段階において

で作成し、意見の反映状況を

、住民の想いとの齟齬を解消し

でまとめた成果として、

配慮した施設の配置計画」を図 4 に示す。
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ていたこともあり、初回から維持管理に関する意見が

ワークショップでとりまとめた親水性に配慮した施設の配置
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川遊びの拠点がほしい」、「川沿いを

「魚のすめる川にしたい」、「地域固有の場

所・地名を残したい」など、様々な「浅貝川への想い」

「砂防事業として設計に反映

「地域での取組み」で実現化を目指す

」という意見に対しては、

で砂防用地内に残る場所を

、一方で植樹及び樹

整備内容と役割分担

各段階において修正

意見の反映状況を

、住民の想いとの齟齬を解消した。

でまとめた成果として、「親水性に

に示す。 

意見の反映例 

利用施設等の管理

課題となっている。浅貝川では、地

高い問題意識を持っ

ていたこともあり、初回から維持管理に関する意見が

ワークショップでとりまとめた親水性に配慮した施設の配置

の整備イメージ画像 

川遊びの拠点がほしい」、「川沿いを

「魚のすめる川にしたい」、「地域固有の場

所・地名を残したい」など、様々な「浅貝川への想い」

設計に反映」

「地域での取組み」で実現化を目指す」

」という意見に対しては、

残る場所を

植樹及び樹

役割分担

修正した

意見の反映状況を“見

た。 

「親水性に

施設等の管理が

では、地

問題意識を持っ

ていたこともあり、初回から維持管理に関する意見が

挙が

ーは

の活用、落ち葉等の清掃が必要な階段護岸はポイント

を絞った配置とする

自分たちで行う維持管理のイメージを膨らませ

よう支援を

地域

する委員会

5.

おいて出来ることと出来ないことの規準

明

る限り住民の想いに配慮した修正設計を行ったことか

ら、住民

た、

ことが

れる

ること

は有効に機能する

ーション

資する

ワークショップでとりまとめた親水性に配慮した施設の配置

挙がった。そこで、

ーは、整備内容の検討

の活用、落ち葉等の清掃が必要な階段護岸はポイント

を絞った配置とする

自分たちで行う維持管理のイメージを膨らませ

よう支援を行った。

最終的に、表

地域主体で浅貝川渓流保全工の利用や維持管理等に関

する委員会が立ち上げられ

課題と今後の5. 
設計段階で行った本取組みでは、

おいて出来ることと出来ないことの規準

明し、理解を得た上で

る限り住民の想いに配慮した修正設計を行ったことか

ら、住民からの信頼感につなが

た、想いが図面上に表現され、

ことが、参加者の参加意欲につながっていたと考えら

れる。事業者

ることにより

は有効に機能する

今後とも、地元委員会や湯沢町などとのコミュニケ

ーションを継続

資する砂防事業を

ワークショップでとりまとめた親水性に配慮した施設の配置

・ 町内会で委員会等の組織を設立し、維持管理の

方策を考えていく。

・ 現在、浅貝地区で行われている草刈、清掃等の

維持管理手法を、それぞれの年齢層に応じて渓

流保全工の維持管理に取り入れていく。

・ 浅貝地区と湯沢砂防事務所、新潟県、湯沢町と

のコミュニケーションを大切にする。

そこで、ワークショップの

整備内容の検討段階で

の活用、落ち葉等の清掃が必要な階段護岸はポイント

を絞った配置とする等、参加者が

自分たちで行う維持管理のイメージを膨らませ

行った。 

最終的に、表 2 に示す維持管理方針をとりまとめ、

浅貝川渓流保全工の利用や維持管理等に関

が立ち上げられ

表 2 維持管理の方針

課題と今後の展望

設計段階で行った本取組みでは、

おいて出来ることと出来ないことの規準

し、理解を得た上で住民と

る限り住民の想いに配慮した修正設計を行ったことか

からの信頼感につなが

想いが図面上に表現され、

参加者の参加意欲につながっていたと考えら

事業者が住民に対し、制約条件を丁寧に説明す

により、詳細設計に入る直前

は有効に機能すると考えられる

、地元委員会や湯沢町などとのコミュニケ

を継続し、地域主体で

砂防事業を進めていきたい。

ワークショップでとりまとめた親水性に配慮した施設の配置

町内会で委員会等の組織を設立し、維持管理の

方策を考えていく。

現在、浅貝地区で行われている草刈、清掃等の

維持管理手法を、それぞれの年齢層に応じて渓

流保全工の維持管理に取り入れていく。

浅貝地区と湯沢砂防事務所、新潟県、湯沢町と

のコミュニケーションを大切にする。

ワークショップの

段階で、管理用通路や

の活用、落ち葉等の清掃が必要な階段護岸はポイント

参加者が維持管理を意識

自分たちで行う維持管理のイメージを膨らませ

に示す維持管理方針をとりまとめ、

浅貝川渓流保全工の利用や維持管理等に関

が立ち上げられることとなった

維持管理の方針

展望

設計段階で行った本取組みでは、行政

おいて出来ることと出来ないことの規準

住民と行政が対話

る限り住民の想いに配慮した修正設計を行ったことか

からの信頼感につながったと考えられる。ま

想いが図面上に表現され、実現がイメージでき

参加者の参加意欲につながっていたと考えら

が住民に対し、制約条件を丁寧に説明す

、詳細設計に入る直前の

考えられる。 

、地元委員会や湯沢町などとのコミュニケ

、地域主体で発展する地域

いきたい。

ワークショップでとりまとめた親水性に配慮した施設の配置計画 

町内会で委員会等の組織を設立し、維持管理の

方策を考えていく。

現在、浅貝地区で行われている草刈、清掃等の

維持管理手法を、それぞれの年齢層に応じて渓

流保全工の維持管理に取り入れていく。

浅貝地区と湯沢砂防事務所、新潟県、湯沢町と

のコミュニケーションを大切にする。

：用地取得範囲

：植栽可能エリア

：渓流保全工の設計に反映

：「地域での取組み」で実現化を目指す

ワークショップのファシリテータ

管理用通路やスロープ

の活用、落ち葉等の清掃が必要な階段護岸はポイント

維持管理を意識し

自分たちで行う維持管理のイメージを膨らませられる

に示す維持管理方針をとりまとめ、

浅貝川渓流保全工の利用や維持管理等に関

ることとなった。 

維持管理の方針

行政が砂防事業に

おいて出来ることと出来ないことの規準を具体的に

対話を重ね、

る限り住民の想いに配慮した修正設計を行ったことか

ったと考えられる。ま

がイメージでき

参加者の参加意欲につながっていたと考えら

が住民に対し、制約条件を丁寧に説明す

のワークショップ

、地元委員会や湯沢町などとのコミュニケ

する地域づくり

町内会で委員会等の組織を設立し、維持管理の

現在、浅貝地区で行われている草刈、清掃等の

維持管理手法を、それぞれの年齢層に応じて渓

流保全工の維持管理に取り入れていく。

浅貝地区と湯沢砂防事務所、新潟県、湯沢町と

のコミュニケーションを大切にする。

：用地取得範囲

：植栽可能エリア

渓流保全工の設計に反映

「地域での取組み」で実現化を目指す

ファシリテータ

スロープ

の活用、落ち葉等の清掃が必要な階段護岸はポイント

して、

られる

に示す維持管理方針をとりまとめ、

浅貝川渓流保全工の利用や維持管理等に関

が砂防事業に

を具体的に説

を重ね、出来

る限り住民の想いに配慮した修正設計を行ったことか

ったと考えられる。ま

がイメージできた

参加者の参加意欲につながっていたと考えら

が住民に対し、制約条件を丁寧に説明す

ワークショップ

、地元委員会や湯沢町などとのコミュニケ

づくりに

町内会で委員会等の組織を設立し、維持管理の

現在、浅貝地区で行われている草刈、清掃等の

維持管理手法を、それぞれの年齢層に応じて渓

浅貝地区と湯沢砂防事務所、新潟県、湯沢町と

「地域での取組み」で実現化を目指す
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