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豊平川は日本でも有数の大都市を貫流する一級河川であり、過去昭和５６年洪水を初めとし

て度重なる洪水に見舞われてきた。また、明治２年の開拓使設置以降、太平洋戦争、札幌オリ

ンピック等を契機に都市の発展が進み、都市河川としてのニーズに合わせた豊平川の改修が進

められてきた経緯がある。本論は、豊平川の河川改修の履歴を整理し、現状の課題と対応方策

について記述するものである。 
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１.  はじめに 

 (1)地形・地質 
豊平川は源流を小漁山に発しており、渓流を集めなが

ら豊平峡を下り定山渓に至る。真駒内川が合流した付近

から扇状地を形成し札幌市の市街地を１／１５０～１／

３００の急勾配で貫流した後、雁来付近から１／１００

０以下の緩勾配となり石狩川へ合流する幹川流路延長７

２．５km、流域面積９０２㎢の石狩川１次支川である。

地質構造については上流域において新第３紀から第４紀

を通じての火山活動によるさまざまな噴出岩類が発達し

ており、安山岩や石英班岩などの火山岩類や砂岩、泥岩

などの堆積岩類が分布している。山地から平地へ変わる

豊平川扇状地付近には砂礫などからなる沖積世の堆積物

が分布、下流及び石狩川合流点付近に広がる低地には沖

積世の砂礫や粘土、泥炭などの未固結堆積物が分布して

いる。 
 
(2)都市化の始まりとこれまでの洪水 
 札幌市のまちづくりは主席判官島義勇により始まって

いる。島は基点を大友堀(現在の創成橋付近)と定め、ま

ちづくりをスタートさせた。碁盤の目状の町並みを整え、

大通の北側には官庁街、南側は庶民のまち、創成川の東

側には工場を配置した。 
しかし、当時はまちづくりが優先され、豊平川に堤防

がなく、豊平川の増水に対して無防備な状態であったこ

とから、雨が降れば洪水が頻発しており、加えて、舟運

のため扇状地である大友堀付近にまちづくり始めたこと

により、洪水時には水の広がりも大きく、被害も広範囲

にわたっていた。 

 

表１－１主な洪水と出来事 
 

２.  これまでの豊平川の治水、利水史 

(1)開拓使設置(明治２年～明治４２年)       【開拓初期】 
明治２年、大友堀の下流を舟運に利用するため北６条

から元町までの拡張を行った。舟運により、石狩湾から

主に味噌や醤油などが運ばれ、舟を両岸の道から縄を引

いて川を上った。周辺はまだ道が悪かったため、開拓使

は両岸を木材で舗装を行っていたほど、堀を活用した舟

運が重要であった。明治４年には豊平橋(当時は２連の

丸太橋)が架けられ、吉田茂八、志村鉄一が渡し守とし

て入植している。豊平橋は洪水による落橋や流出にあい

ながらも、都市化の進行による交通量確保などのため、

現在に至るまでに約２４回もの架け替えを行っており、

洪水と都市の発展に密接に関わり、札幌市を象徴する名



 

橋となっている。 
同じく明治４年、札幌を中心に流れ、生活用水や工場

用水、生活物資の舟運に利用されていた堀の水源である

豊平川の分水地点に洪水を防ぐための水門を新設するこ

とから治水は始まっている。 
その後、市街地の拡大に対応し、ようやく明治１４年

に豊平川初の堤防を左岸に築いている。 
 

 

図２－１ 明治初期の堀の変遷(札幌市) 
 

         

図２－２明治３４年頃左岸整備平面図 
(豊平橋下流付近～南１９条橋付近) 

 
(2)第１期拓殖計画から敗戦 

(明治４３～昭和２０年)                 【本格改修開始期】 
 明治４３年に第１期拓殖計画が立てられ、この一環と

して治水工事を行なうことが計画された。また、平面測

量や水文調査も開始され、豊平橋や硬石山に水位観測所

を設置し、観測が４年間行われた。当時の技師である保

原元二の調査報文(大正４年)には、調査期間中に発生し

た洪水(大正２年)による実状調査から計画高水流量を算

定している。その後、昭和２年より第２期拓殖計画が開

始された。 
当時の豊平川は米里付近から豊平川河口まで河道が曲

がりくねっており、川幅が狭く、勾配が緩いために洪水

時の流れを阻害することがあった。札幌治水事務所長と

なっていた保原はこれを解消するため米里付近から篠路

村当別付近で石狩川へ合流する新水路掘削工事を計画し、

昭和７年着手、昭和１６年に通水している（図２－３）。 
また、市街地の拡大に伴い、市街地区間の左右岸堤防

の連続化（昭和１７年完成）、新水路部両岸約８km、

米里から上流の両岸約１７kmの合計約２５kmからなる

護岸工事など、改修事業の戦前の最盛期であった。その

後、昭和１９年以降は戦争協力と食料増産が優先され、

治水事業は一時中断となった。 
 

 

図２－３豊平川新水路整備図 
 

 
図２－４昭和２０年頃整備平面図 

(東橋付近～幌平橋付近) 
 
(4)戦後～昭和５６洪水まで      【復興期】 
 豊平川が米里付近で仕切られ、新水路で流向を変えて

から米里～江別対雁までの残流は旧豊平川と呼ばれ、厚

道
庁 

米 里



 

別川が単独で流入していた。 

しかし、石狩川の逆流氾濫が常時発生していた。その

ため、氾濫防止と戦後の食料増産のために新たな開拓を

目的とした新水路を豊平川へ接続した。 

また、都市化や人口増加へ対応するため上流部に発電

ダムである藻岩ダムの築造により、土砂供給が減少した

ことや網状河道を整正した結果、水深が増して掃流力が

増加したこと、土木建築材料として玉石や砂利、砂の需

要が増大し大量に採取されたことにより河床が年々低下

していた。そこで、昭和２５年から昭和４８年にかけて

河道の安定と護岸や橋脚の洗掘対策を目的として全７基

の床止を設置した。また、昭和３７年洪水により大正２

年に定められた計画高水流量の見直しをおこない、雁来

地点での基本高水流量を２６５０㎥／ｓ、計画高水流量

を２０００㎥／ｓとした。 

しかし、昭和４５年頃には既に人口が１００万人を超

えるほど都市化が進んでいたため、川幅の拡張や堤防の

嵩上げが困難であり、河道のみで６５０㎥／ｓの洪水調

節を行うことができなかった。そのため、豊平峡ダムと

定山渓ダムが建設が計画された。豊平峡ダムは昭和４２

年に着工、昭和４７年に完成、定山渓ダムは昭和５３年

に着工、平成元年に完成した。この２つのダムは洪水調

節の他にかんがい用水の確保や上水道用水の確保、電力

供給のための発電等を目的に建設され、現在でも人々の

生活に大きな役割を果たしている。 

また、昭和４７年に日本で初の冬季オリンピックが札

幌で開催することが決定し、開催にあたり予想される交

通混雑の解消のため、五輪大橋、南７条大橋、南１９条

大橋の架設や地下鉄南北線の横断、左右岸の堤防兼用道

路などが整備され、急速に都市が発展していった。 
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表２－５基本高水流量、計画高水流量、人口の変遷 

 

河川空間の利用としても開発局により昭和４６年から

の環境整備事業よる高水敷整備や昭和５０年末期には低

水・高水護岸に階段ブロックの設置を行った。 

札幌市の都市計画として野球場やテニスコート、サイ

クリングコースなどが整備され、現在でも多くの市民に

利用されている。また、花火大会やマラソン大会などの

イベントが活発に行われている。 

明治２年に島判官が始めた大友堀を基点とするまちづ

くりは、現在まで引き継がれ、札幌市は人口１９０万人

の大都市へと発展した。同時に、豊平川はこれまでの河

川整備を通じて、商業活動のための舟運、人口増加に伴

う農業用水や水道用水の確保、市街地の洪水氾濫を防ぐ

ための堤防整備、人々の河川空間利用を目的とした高水

敷整備など、様々なニーズに応え、都市の発展に寄与し

てきた。 

 

 
写真２－１河川の利用状況 

(幌平橋下流のリバーフェスティバル) 

 

(5)昭和５６年洪水          【転換期】 

石狩川で、戦後最大の洪水が昭和５６年(８月上旬、

８月下旬)に発生し、８月上旬には浸水面積６１４㎢、

浸水家屋２２５００戸、死者２名となり、８月下旬には

浸水面積５７㎢、被害家屋１２２００戸、死者１名の被

害をもたらした。 

豊平川においても、８月下旬に戦後最大の洪水が発生

し、モエレ沼周辺や支川の厚別川周辺で浸水被害が発生

し、市街地区間では河床洗掘や河岸浸食、局所的な土砂

堆積、高速の乱れた流れが高水敷にのり洗掘を受けて護

岸が被災したほか、上流域では河道閉塞などの土砂災害

も発生している。 

 

 

図２－６昭和５６年浸水実績図 



 

 

写真２－２高速流による三角波 

(ミュンヘン大橋下流) 

 

 

写真２－３高水敷洗掘状況(南19条大橋右岸上流)  

 

 

写真２－４河岸浸食状況(南大橋上流左岸) 

 

(5)昭和５６年洪水後～現在 

昭和５６年洪水を受けて、石狩川水系工事実施基本計画

を全面的に改定し豊平川については基本高水流量を３１

００㎥／ｓとし、洪水調節施設により１１００㎥／ｓの

調節を行い、計画高水流量を２０００㎥／ｓと定めた。

このとき定めた流量は、現在の石狩川水系河川整備基本

方針、整備計画にも使用されている。現在の豊平川河川

整備計画では昭和５６年８月下旬の降雨により発生する

洪水流量を安全に流下させることを目標に河道断面の確

保や急流河川の特有の高速で乱れた流れよる高水敷の洗

掘防止のために高水敷護岸を実施し(写真２－４)、河床

洗掘が発生することによる既設護岸の沈下や根入れ不足

の対策として根継ぎ護岸(写真２－５)を行っている。 

また、昭和４８年までに設置された床止は長年の流水

による破損、摩耗、空洞化が生じており、このような状

況を解消するため順次、補修改築を行っている。 

砂防事業においても昭和５６年洪水以降、直轄砂防事

業が開始し、野々沢川、穴の川、オカバルシ川、南の沢

川と砂防４渓流を順次着手している。 

 

 

写真２－４高水敷護岸(幌平橋上流左岸) 

 

 
写真２－５根継ぎ護岸(ミュンヘン大橋下流右岸) 

 

 

写真２－６昭和５６年洪水の野々沢川土砂災害状況 



 

３. 豊平川の課題 
 

現在の豊平川は、昭和５６年洪水などの大規模な洪水

による澪筋の固定化に伴い、新水路区間、床止区間、床

止上流区間では、その後の流況による河道変化が生じて

いる。 

 

 
図３－１  河床低下のプロセス 

 

近年の変化を見ると、新水路区間(ＫＰ７．０より下

流)では河床の変動が安定傾向となっているが河床勾配

の変化区間(ＫＰ７．０～１３．４)では砂州上の堆積の

みで堆積傾向となっている。また、床止区間(ＫＰ１３．

４～ＫＰ１７．４)では砂州上の堆積と対岸の洗屈が卓

越する２極化が進行しているが、床止上流区間(ＫＰ１

７．４～ＫＰ２１．２)では局所洗掘のみが卓越し、砂

州の樹林化が顕著に進行している。 

 

図３－４床止上流区間における近年の河床変化 

 

特に床止上流区間においては、局所洗掘による護岸の

機能喪失や橋脚の根入れ不足が懸念され、堤防の安全性

が損なわれる可能性があり、局所洗掘への対策が急務で

ある。 

また、床止上流区間の局所洗掘を抑制させることが、

下流区間の２極化を抑制させることにつながると考えら

れるため、床止上流区間の対策を優先して検討する必要

がある。 

 

 

図３－３各区間の課題 

 

 

図３－２ 河道区間平面図 

 

 

４. 床止上流区間の河床低下対策案の検討 

 

(1)数値シミュレーション 

床止上流区間についての対策として、現況の河床高を

維持することで、河岸保護工の機能維持と橋脚の安全性

維持を図ることに重点を置き、砂州掘削と、帯工群の設

置により河床低下の抑制を図る案を選択し、数値シミュ

レーションによる検討を行った。 

シミュレーションの結果、河床低下が抑制されること、

摩擦速度の平準化を確認することができた(図４－１)。 

また、平成２２年に試験施工としてミュンヘン大橋上

流のＫＰ１９．４付近に帯工を１基設置し、モニタリン

グ調査を行ったところ、平成２３年の出水時にミュンヘ



 

ン大橋橋脚部に澪筋が集中し、局所洗掘が発生したこと

を確認した(図４－２)。 

しかし、数値シミュレーションの解析では、構造物周

辺の詳細な変化が確認できなかったため、大型模型実験

による検討を進めることとした(図４－３)。 

 

 

      図４－１摩擦速度と標高の比較 

 

 

図４－２Ｈ２３出水時の澪筋 

 

図４－３ミュンヘン大橋地点の河床低下状況図 

 

(２）大型模型実験 

床止上流区間における河床低下対策を進めるため、大

型模型実験を用いて、再現性、砂州掘削と帯工群の対策

工の妥当性を検証し、合わせて現地の試験帯工のモニタ

リングを行い、対策方法を確立する。 

また、河床低下進行のプロセス、土砂の移動状況を実

験で確認し、管理上の閾値の設定に向けた検討を進める

こととする。 

初年度は模型の製作と再現性の検証に向けた実験を行

っている。 

 

図４－４模型配置図 

 

 

写真４－１模型作成状況 

 

 

５．まとめ 

 

豊平川はその時代ごとのニーズと都市化に合わせて河

川改修が行われてきた。 

現在では、河道の固定化と、昭和５６年洪水のような

大規模な洪水の発生による局所洗掘や２極化の進行が課

題である。 

特に、床止上流区間における河床低下対策を進めるた

め、大型模型実験を用いて、対策方法を確立し、適切な

管理方法についても検討を進めることとしたい。 
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橋脚の左側に澪筋が集中
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