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滝川河川事務所における

『工事等の事前環境配慮』について
―鳥類保全対応マニュアル等の事例―

札幌開発建設部 滝川河川事務所 計画課 ○越智 啓介

春木 勝敏

山中 誠也.

河川工事を行う場合、予算要求から工事実施までの各段階において、河川環境への配慮が求

められている。

本論は、河川事業を実施するにあたり、河川環境への配慮に必要となる基礎資料や事前環境

調査の現状及び課題、更に鳥類配慮のために必要な対応方法や情報をまとめた滝川河川事務所

鳥類保全対応マニュアルの事例について報告するものである。
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1. はじめに

図-1 滝川河川事務所管内図

札幌開発建設部滝川河川事務所は、石狩川の74.2㎞、

空知川の10.0km、雨竜川の79.0㎞、その他12支川を合わ

せた延長205.9㎞と砂川遊水地を管理している。構造物

は172樋門、２水門を管理している。

流域市町は砂川市、滝川市、美唄市、深川市など４

市９町である。

この広い管轄の中で、山間部から石狩平野まで流れ

る河川や旧川（三日月湖）、遊水地において多種多様な

自然環境や生物が存在する。

鳥類に関しては、天然記念物であるオジロワシや重要

種オオタカの営巣地をはじめ、沼や旧川等、マガン、ヒ

シクイといった多くの渡り鳥の中継地、地元から日本一

と称されるショウドウツバメの集団営巣地がある等、工

事や調査の実施に際しては、十分な配慮が必要と考えら

れる。

今回は、管内で河川事業を円滑に実施するにあたり、

河川の多種多様な自然環境への配慮に必要となる基礎資

料や事前環境調査の現状及び課題をとりまとめた。

更に、鳥類配慮のために必要な対応方法や情報をまと

めた滝川河川事務所鳥類保全対応マニュアルの内容及び

その情報共有方法等について報告するものである。

2. 河川環境への配慮根拠について

(1) 多自然川づくりにおける生物環境保全について

多自然川づくりについては、すべての川づくりに適用

されているところであるが、「多自然川づくりポイント

ブック」や「中小河川に関する河道計画の技術基準につ

いて」等、具体的な川づくり方法が示されている。

この基本となるのが国交省から示されている「多自然

川づくり基本指針」であり、ここで注目すべきは、多自

然川づくりの定義として「河川全体の自然の営みを視野

に入れ、地域の暮らしや歴史・文化との調和にも配慮し、

河川が本来有している生物の生息・生育・繁殖環境及び

多様な河川景観を保全・創出するために、河川管理を行

うことをいう。」とある。また、調査、計画、設計、施

工、維持管理等の河川管理におけるすべての行為が対象

となっている。

(2) 鳥類保全の法的根拠について

鳥類の保全に係る法律や条例は、下記のとおりである。

【文化財保護法】や【種の保存法】では、指定種の個

体保護や生息地保護が行われている。【鳥獣保護法（図

-2）】では、種に関わらず（狩猟鳥獣等以外の）捕獲等

が規制されている。なお、「気味が悪い」「うるさい」

などの理由だけで、むやみに駆除することはできないが、
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親鳥が人間に威嚇や攻撃をして生活環境に影響を及ぼす

場合には、許可を受けて駆除することも可能である。

a)【文化財保護法】（昭和25 年法律第214 号）･･･文部

科学省

・「天然記念物」の現状変更（捕獲）に対する規制（個

体保護）

b)【絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律（種の保存法）】（平成4 年法律第75 号）･･･環境

省

･「国内希少野生動植物種」の捕獲・採取等や譲渡し等

の原則禁止（個体保護）

・生息・生育地保全のための「生息地等保護区」の指定

（生息地保護）

・保護繁殖事業の実施（保護増殖）

c)【鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律（鳥獣保

護法）】（平成14 年法律第88 号）･･･環境省

・ 鳥獣の捕獲等（卵の採取・損傷を含む）の規制（個

体保護）（ただし、調査・研究、被害の防止等を目的と

する捕獲や、狩猟鳥獣等の捕獲は許可）

・鳥獣保護区の指定（個体保護）

・ 特別保護地区の指定と開発行為の規制（個体保護生

息地保護）

d)【北海道生物の多様性の保全等に関する条例】（平成

25 年条例第9 号）･･･北海道

・鳥獣保護、種の保存、生物の多様性の保全等

3. 河川環境基礎資料・事前環境調査の現状

(1) 河川環境の基礎資料の現状

河川環境配慮に必要となる基礎資料は、河川における

各種生物を調査したものをとりまとめた「河川環境情報

図」も参考とするよう通知されているが、これは「河川

水辺の国勢調査」を反映させたものである。鳥類に関し

てはサンプリング地点でのラインセンサス等が行われて

いるが、事業箇所のピンポイント情報が不足しているこ

とが多い。また、石狩川中流部を例にすると、鳥類の情

報は13年の間隔が空いており、毎年更新されるものでは

なく、更に河道の状況は出水の度に変わるので、活用す

るのは難しいことが多い。

(2) 工事実施事前環境調査の現状

工事実施前段階において現地河川環境調査は、その時

点での河川環境や鳥類の営巣等を把握のうえ、配慮事項

を検討するために必要である。しかし、設計や検討段階

において環境配慮の検討がされている場合でも、年数が

経つと現地状況と整合しない場合があり、更新が求めら

れる。また、一般的な河川構造物工事では、現地調査を

行わない場合が多い。ただし、猛禽類など事前に生息が

把握できている場合には、個体について専門家の意見を

得られやすく、これを活かして事業を円滑に実施できた

事例もある。

4. 河川環境配慮への課題

ここまで記述したとおり、多自然川づくりは全ての川

づくりに適用され、生物への配慮義務（法や条例）や各

種通達が示されている。それを具体的な川づくりに活用

するためには、基礎資料、環境配慮への認識が不足して

いる場合が多く、活用のルールも整理されていない。

詳細設計段階においては、既存資料を活用し、河道の

生物環境や湧水ポイント等の河川環境を現地踏査のうえ

配慮した詳細設計がされべきところであるが、重要種の

生育・生息が知られている場合以外では詳細な調査の例

が少ないと思われる。これを補うため、工事発注前の段

階で工事担当職員個人が現地の生息生物等を十分に把握

することは、困難である。

よって、工事発注前段階は、コンサルや専門家を交え

て現在の植物・魚類・鳥類等調査することを定着させ、

そのうえで配慮等の必要性を検討し、具体的な配慮内容

や修正設計を決定する必要がある。

鳥類では、猛禽類のように一つの樹林等に執着して営

巣する種がいることを把握していれば、専門家の意見を

取り入れた保全策を、工事の計画段階から反映できる。

一方、営巣位置が毎年変わるような種や草原性鳥類、カ

ワセミのように河岸など不安定な環境に営巣する種につ

いては施工直前まで営巣を把握していない場合がある。

5. 事前環境調査の実施について

(1) 事前環境調査

滝川河川事務所では工事発注前段階において、環境コ

ンサル委託による現状の植物・魚類・鳥類等調査を実施

し、そのうえで配慮事項を決定している。また、他に調

査されている情報も活用し、コスト縮減を図っている。

近年の配慮事例としては、地元野鳥の会と各伐開箇所

を現地立会した結果、特に鳥類に必要となる樹林帯の一

部を存置した。ショウドウツバメ営巣地では、影響範囲

の助言に基づく護岸工事を行ったケースがある。また、

改修範囲内での生息を確認した魚類重要種への配慮とし

て、樋門吐口の一部埋め立てを回避し、植物重要種は移

植により保全したケースがある。

6. 滝川河川事務所鳥類保全対応マニュアル

(1) マニュアルの作成について

鳥類保全には、個体保護と生息地保護の考え方がある

が、「滝川河川事務所鳥類保全対応マニュアル」は、滝

川河川事務所管内における工事・業務において 主に鳥

類の「個体保護」を行うため、【予算要求段階】から
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図-2 鳥獣保護法の扱い

【工事実施段階】までの 対応方法を示したもので、平

成25年に初案を作成したものである。

本マニュアルでは、主に鳥獣保護法（図-2）に基づき、

普通種を含む個体保護を対象としている。生息地保護は、

河川環境の現況や変遷を踏まえ、別の観点から行う必要

がある。

滝川河川事務所の工事が鳥類営巣期に行われる場合が

多いことから、工事により鳥類を直接傷つけたり、親鳥

を刺激して巣を放棄させたりしないよう、鳥類調査を行

うこととしている。営巣場所は年によって変わる可能性

があり、調査は、施工時の営巣状況を把握するため工事

直前に行っている。

鳥類の営巣期や行動圏、営巣コアエリアの範囲等は、

たとえ同じ種でも地域や環境によって異なる。前述のと

おり本マニュアルの主眼は「個体保護」であるため、鳥

類の保全区域の設定など具体的な現地での保全策の検討

は、その対象個体ごとに現地調査に基づいて行う必要が

ある。対象種の生活史（営巣期）や生態に関する一般的

な知見を踏まえた上で、各地域の専門家の意見等も取り

入れながら、それぞれの地点の状況に合わせて保全措置

を検討する必要がある。

ただし、特に営巣期に行われる工事直前の時点で営巣

が判明した場合には、工事の必要性と保全の重要度を即

座に判断して対応しなければならない。このような緊急

時の対応として、本マニュアルでは鳥類重要種等につい

て知見や事例等を整理し、具体的な保全の対応方法の基

本的な考え方を示している。

(2) 本マニュアル（案）の対象とする工事・業務

滝川河川事務所管内で行っているすべての河川工事・

業務を対象とした。

施工・作業する場所は、河床～水際～高水敷～堤防～

堤内地側 まで様々であるが、そのうち鳥類調査必要箇

所（鳥類が営巣する可能性のある箇所）を資料調査・現

地踏査等により判定し、調査箇所・調査範囲を決定する。

主な工事・業務は、築堤工及び盛土材調達のための土

取場掘削、旧川埋め立て、河道掘削工、河岸保護工等の

改修工事から、水路掘削、河畔林伐採（流下能力確保の

ための河道維持）、河畔林伐採（水位観測所等の見通し

確保など施設維持）除草工事等の維持工事、測量・地質

調査・河川巡視等の業務まで様々である。

(3)保全対象とする鳥類（保全対象種）の設定

本マニュアルでは、下記に挙げる種を重要種および留

意種とし、配慮が必要な種（保全対象種）とする。中で

も、河川環境に依存して営巣する種（カワセミ、ショウ

ドウツバメ等）に対しては特に配慮するものとする。

a)重要種の設定

「河川水辺の国勢調査」に従い、下記に該当する種を重

要種とする。

・「文化財保護法」及びこれに基づく「地方公共団体に

おける条例」で指定された天然記念物（ただし、野生種

のみを対象とする）

・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律」の国内希少野生動物種

・「環境省第4次レッドリスト」（環境省、2015）掲載

種

・「北海道希少野生生物－北海道レッドデータブック

2001－」（北海道、2001）掲載種

b)留意種の設定

重要種に該当せず、下記に該当する種を留意種とする

が、アオサギのように一般から注目を受けている注目種

も含むように設定した。

・「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する

法律」の国際希少野生動物種

・「ワシントン条約（絶滅の恐れのある野生動植物の種

の国際取引に関す

る条約）」の付属書Ⅰ掲載種

・「ボン条約（移動性野生動物種の保全に関する条

約）」の付属書Ⅰ掲載種

・ICBP（国際鳥類保護会議）における国際保護鳥

・「第 1 回自然環境保全基礎調査」（環境庁,1976）に

おける主要野生動物

・「第 2 回自然環境保全基礎調査」（環境庁,1983）に

おける稀少種

・「第 4 回自然環境保全基礎調査」（環境庁,1995）に

おける鳥類の集団繁殖地および集団ねぐらの調査対象種

のうち集団繁殖地を形成する種

・「国際版レッドリスト」（IUCN,2014）掲載種

・日本特産種（一般論として選定）

(4) 鳥類の生態と保全の優先度～生活史～

鳥類は、普段は移動能力の高い生物であり、個体保護

で必要となるのは固定した場所に巣を作る「営巣期の保

全」である。

a)渡りと営巣

鳥類には、図-3のとおり長距離を移動する「渡り」を

行う鳥と行わない鳥がいる。いずれも、保全が最も必要

となる「営巣期」は春～夏である。
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b）生活史

鳥類の一般的な生活史は図-4のとおり求愛・造巣期～

抱卵期～巣内育雛期～巣外育雛期～分散、渡り期に分け

られる。特に保全が求められる「営巣期」は、一定の場

所を選択して巣をつくり始める「造巣期」～産卵して孵

化するまでの「抱卵期」～巣立つまでの「巣内育雛期」

である。本マニュアルでは管内における重要種・留意種

の生活史について、全て整理した。

(5)鳥類の生態と保全の優先度～営巣環境と行動圏～

重要種や営巣地が河川環境に限られる種等は、採餌場

所も含めた営巣環境が失われると、繁殖が継続できなく

なり、種が維持されなくなる恐れもあり、営巣地点のほ

かに「営巣環境の保全」についても考慮する必要がある。

特に河川環境に依存する留意種（カワセミ、ショウドウ

ツバメ等）については、河川維持との両立が難しい課題

となっている。

a) 営巣環境（営巣地や採餌場所）

鳥類は、種によって巣をつくる場所や餌等が違い、図

-5のとおり異なる環境を選んで生息している。河畔林や

自然草地など多様な環境があることで、生息する鳥類の

種類が増える。多様な環境が維持できるよう、できる限

り保全するものとする。特に、河川特有の環境（開放水

図-3 北海道における一般的な鳥類の生活史（概要）

図-4 北海道における一般的な鳥類の生活史（詳細）

図-5 石狩川中流部における鳥類の主な利用環境

面、砂礫堆、ヨシ原等の水際植生、水衝部の土壁等）を

可能な限り保全することが重要である。主な利用環境に

よる分類の例は下記のとおりであるが本マニュアルにお

ける便宜的な定義であり、実際には樹林で営巣し水辺で

採餌する等、複合した環境を利用する鳥類が多い。

樹林性鳥類：営巣・採餌場所等として、主に樹林を利

用する鳥類。

石狩川中流部での例）オオタカ、トビ、アカ

ゲラ、ニュウナイスズメ等。

草地性鳥類：営巣・採餌場所等として、主に草地を利

用する鳥類。

石狩川中流部での例）チュウヒ、オオジシギ、

コヨシキリ、ベニマシコ等。

水域性鳥類：営巣・採餌場所等として、主に水域を利

用する鳥類。

石狩川中流部での例）ミサゴ、カワウ、カワ

セミ、ショウドウツバメ等。

b) 行動圏

鳥類が飛行・生息する範囲として「行動圏」がある。

行動圏は、通常、営巣期と非営巣期とで範囲が変わる。

行動圏には、営巣地や採餌場所等が含まれる。そのうち、

保全が最も必要となるのは「営巣地」である。

また、営巣を継続するのに必要な採餌場所等の「営巣

環境」を含めた配慮が必要である。

(6)保全対象とする範囲（保全区域）の設定

本マニュアルでは、保全や配慮が必要な範囲（保全区

域）として、「営巣地」の保全に必要な【コアエリア】

と「営巣環境」に対する配慮が必要な【配慮エリア】を

設定し、直前調査における簡易な判断方法として、便宜

的にそれらが巣の位置（想定の場合を含む）から同心円

状に分布すると仮定して、営巣地点からの距離を種別に

示した。

a）【コアエリア】の設定

営巣個体の保全で最も重要となる「営巣地」について、

保全が必要な範囲を同心円状に設定し、優先的に配慮す

る範囲とする。営巣期には全鳥類について、非営巣期に

は保全対象種について決定する。

【コアエリア】は、基本的に一切の改変を避けるもの

とし、営巣期において立ち入り禁止等の保護策を講じる

ほか、非営巣期においても営巣環境の激変を避ける対策

を検討する。ショウドウツバメなど河川環境に依存する

種については、設定する距離や配慮の内容を、更に慎重

なものとした。

b）【配慮エリア】の設定

営巣に影響を与える可能性のある営巣期の採餌場所な

ど「営巣環境」に対して、配慮が必要な範囲を同心円状

に設定する。

保全対象種については営巣期、非営巣期に関わらず決

定する。【配慮エリア】は、鳥類の営巣に影
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※1 【コアエリア】の範囲（仮設定）

オオタカ（重要種） ：営巣地（営巣木）より半径 500m の範囲

ショウドウツバメ（留意種） ：集団営巣地の端より 50m の範囲

カワセミ（留意種） ：営巣地（巣穴）より半径 50m の範囲

アオサギ（留意種） ：集団営巣地の端より 100m の範囲

トビ（普通種） ：営巣地（営巣木）より半径 50m の範囲

※2 【配慮エリア】の範囲

オオタカ（重要種） ：営巣地（営巣木）より半径 1km の範囲

ショウドウツバメ（留意種） ：行動圏や巣の放棄などの影響が特定されていないため、設定しない。

カワセミ（留意種） ：営巣地（巣穴）より半径 300m の範囲

アオサギ（留意種） ：集団営巣地の端より 300m の範囲

図-6 コアエリア・配慮エリア・保全区域の定義図

図-7 オオタカの生活史

響が無いことを確認できれば、一部改変は可能とする。

ただしその場合には、個体ごとに調査で工事の影響を

監視する必要がある。

【コアエリア】および【配慮エリア】は、まずは直前

調査における簡易な判断方法として、便宜的にそれらが

同心円状に分布すると仮定して鳥の種ごとに設定してい

る。

また、同じ種でも地域や環境、個体によって異なるた

め、各エリアは広めに設定している。

しかし実際には、個体差が大きく情報が十分でない種

も多く、長期的なデータ蓄積や有識者による判断が必要

となることも多い。

地点ごとの現地調査等により、それぞれの繁殖個体の

主要な利用場所が明らかになると、「行動圏」の中でも

利用頻度等に応じて重視すべき範囲が明らかになる。

主要な利用場所が特定されたら【コアエリア】の保全

に代わり、主要な利用場所の保全を行う。

本マニュアルでは、特定された主要な利用場所を【高

度利用域】と呼ぶ（図-6参照）。

(7)定点における鳥類保全の具体例（オオタカの事例）

Ａ樋門地点の場合、オオタカが繁殖利用している樹林

は孤立的で、オオタカの行動も樹林内にほぼ限定されて

いる。配慮は林縁（50m程度）でも同様に求められるが、

堤防上にある管理用道路の通行等は、長時間停車するよ

うなことを避ければ、繁殖期間（図-7）においても特に

問題はない。原則的な配慮の方針は「繁殖個体の行動へ

の影響回避」とする。具体的には、営巣地への接近や近

傍での作業禁止、非繁殖期への施工実施時期調整である。

課題の重要性や緊急性に応じて、繁殖期も含む施工等

の実施は検討可能である。その際には有識者アドバイス

を求め、施工時モニタリング等を含む実施計画を策定す

る。

a) 営巣木を含む一連の樹林（コアエリア内の高度利用

域）およびコアエリア内での対応方法

繁殖期 ：立ち入り禁止を原則とし、作業など長時間

留まることは避ける。

非繁殖期：原則として樹林の伐採など生息空間の改変

を行わない。

繁殖が進行している場合（推定を含む）は、高度利用

域外でも、「行動圏」周辺での長時間作業等は避けるこ

とが望ましい。樹林伐採等の直接改変は行わない。堤防

上にある管理用道路（行動圏の境界）の通行等は、長時

間停車するようなことを避ければ、特に問題はない。

b) 配慮エリア内での対応方法

繁殖期 ：繁殖鳥が分布する（推定を含む）場合は、

原則として樹林伐採等の直接改変を実施し

ない。

非繁殖期：繁殖期の観察結果に基づき、繁殖鳥の利用

空間を考慮した施工等ができる。

繁殖期において作業等を行う場合は、作業の内容や使

用機材等を確認する。必要に応じて、実施時のモニタリ

ングも検討する。非繁殖期における施工でも、生息空間

に対する改変規模や波及的影響について、十分に検討す

る。

(8)工事発注、施工範囲判断フロー（案）

本マニュアル（案）では、鳥類保全に配慮するため、

工事発注及び施工の時期及び範囲の判断を下記のフロー

により行うものとした。

本マニュアルでは、図-8・図-9に示す例のようにもっ

と詳細なものとなっているが、これを試行し、必要に応

じて今後フローの改善を行っていくものとする。

下記フローは、概要版である。

a）【第1段階】予算要求段階

予算要求フロー

（事務所担当：計画係・調整係）

※工事箇所候補が抽出されたら、鳥類マップを確認

し、施工時期を検討する。

（重要種の営巣地の場合は有識者への相談を検討）
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b）【第2段階】調査段階

コンサル調査フロー

（事務所担当：調整係）

※全工事・業務箇所について鳥類調査の必要性を判断

し、必要箇所について調査により営巣の有無を確認し、

特にコアエリアについて保全の基本方針を定め、周知

する。

c）【第3段階】工事実施段階

調査結果を踏まえた工事対処フロー

（事務所担当：工事係・調整係）

※必要に応じて営巣状況を観察し、配慮エリアの具体

の保全方法について検討し、周知する。

図-8 詳細例 営巣期（春～夏）の工事の場合

【第２段階】調査段階

環境コンサル調査フロー（事務所担当：調整係）

図-9 詳細例 営巣期（春～夏）の工事の場合

【第３段階】：工事実施段階の例

調査結果を踏まえた工事対処フロー

（事務所担当：工事係・調整係）

図-10 管内で保全対象としている鳥類図鑑の一例

(9) マニュアルの共有

本マニュアルについては、鳥類だけでなく環境配慮に

ついて事務所職員で年１回勉強会を開催している。また、

掲示板ではマニュアルの共有の他にも環境関連情報等も

合わせて情報を共有し活用している。今までの環境調査

結果を環境情報図にマッピングした「全体図」と「詳細

図」については猛禽類の情報の関係で今回紹介していな

いが、担当者にはこれが主に参考となる。また、マニュ

アルには図-10のとおり管内で保全対象としている鳥類

図鑑もあり、河川巡視員にも渡し、見かけた場合は報告

をもらう体制を構築し、工事・業務への影響を確認して

いる。

(10) マニュアルの拡大（鳥類のみから河川環境へ）

全体図及び詳細図は当初、環境情報図を基図に過去の

鳥類調査の結果をマッピングしたが、今年度からは植物

調査の結果や魚類調査の結果等も取り込んでいる。石狩

川については、管轄区間のショウドウツバメの営巣地点

を調査把握したことなど内容の拡大化を図っている。

7. おわりに

本マニュアルにより、保全策実施の効率化や保全水準

の向上、職員意識の向上等の様々な効果が得られ、河川

事業が円滑に実施される体制が作られた。しかし、自ら

現場河川環境をより把握のうえ工事へ生かし、新たな試

みもできる可能性がまだあると思われる。今回作成した

「滝川河川事務所鳥類保全対応マニュアル」を今後は鳥

類以外の情報を含めた「河川環境保全マニュアル」にバ

ージョンアップさせ、合わせて具体的な川づくりの書物

を同時に活用すれば、より良い多自然川づくりが更に期

待される。
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