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 本論文で対象とした夕張川の河川工事では「多自然川づくり」を指針として、治水・環境・

地域に配慮した施工方法を検討し、実施した。検討段階では、地域住民や自治体などが参加す

る「夕張川流域会議」において工事に係わる意見や情報の交換を行い、地域住民や自治体と連

携して川づくりを行うことで、生物や住民などの地域特性を反映させた親しみのある空間の創

出を目指した。 
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1. はじめに 
現在の河川工事においては、河川全体の自然の営みと

地域の歴史・文化の調和に配慮した「多自然川づくり」

を、全国の川づくりの基本指針としている。本論文の対

象工事（図－1）である夕張川下流の工事においても

「多自然川づくり」を指針として施工方法を検討し、実

施した。 
工事箇所付近の低水路河岸は経年的に局所洗掘が進行

しており、平成10年から平成22年にかけて側方侵食が

20m程度進んでいる箇所が存在するなど侵食の進行が早

いため、治水上の対策として河岸保護工事を行う必要が

あった。しかし河岸には、ICUN（国際自然保護連合）

のレッドリストにおいて軽度懸念種（LC）に指定され

ているショウドウツバメのコロニー（集団営巣地）（図

－2）が存在しており、その規模は石狩川下流域で最大

規模といわれている。そのため、河岸保護工事ではショ

ウドウツバメに配慮した施工方法の検討を行う必要があ

った。     
さらに、夕張川下流では河川整備計画で定められた流

量（整備目標流量）を満たしていない区間があり、この

区間の流下能力を高めるために河道整正工を行う必要が

あった。当該区間では河道整正工を行うことで、洪水時

の河岸洗掘の抑制効果、地域の子供達の学習の場やサケ

などの魚類の産卵場等に利活用される礫河原の創出が期

待され、「夕張川流域会議」においても話題に上がった。 
このため夕張川流域の関係団体、自治体からの様々な

意見を聞きながら、治水の観点、環境の観点、地域住民

の観点に配慮し、工事の実施に向けて準備を進めた。 
なお「夕張川流域会議」とは、江別河川事務所が平成

13年から開催し（平成25年12月迄に26回開催済）、夕張

川流域の自治体、関係団体、河川管理者等が意見交換を

行い、夕張川の持つ個性、夕張川らしさを探し、これか

らの夕張川がどうあるべきかなど、川と地域の将来像を

描いていく会議である。 
 

2. 夕張川の概要 
夕張川は河川延長136km、流域面積1417km3を有する1

級河川であり、石狩川の1次支川である。その水源は、

夕張山地の芦別岳（1727m）にあり、渓谷を流れながら

大夕張ダムに至る。大夕張ダムからは清水沢ダムと川端

ダムを経て、由仁低地に入る。その後、阿野呂川、由仁

川、雨煙別川と合流しながら、農業地帯が広がる低平な

石狩平野に注ぎ、幌向川と合流して、日本で2番目に大

きい流域面積を持つ石狩川と合流する。 

 
図－1 夕張川下流部 

 
図－2 ショウドウツバメのコロニー 
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かつて夕張川は、現在の旧夕張川を経て千歳川に合流

しており、洪水時には周辺地域に洪水被害を引き起こし

ていた。洪水被害を減少させるために大正11年から夕張

川新水路事業がはじまり、千歳川に合流している夕張川

を分断し、石狩川に直接流すための新水路工事が進めら

れた。その後工事は難航しながら昭和11年に新水路は完

成し、多くの流量を短時間に流すことができるようにな

った。この夕張川新水路は歴史的土木施設として高い価

値が認められ、平成23年11月に土木学会選奨土木遺産に

認定された。 
 本論文で対象とした平成22年度工事箇所（図－1）は、

夕張川新水路の切り替えが行われた箇所に近く、河床は

細砂、シルト、粘土の混合材料で覆われており、周辺の

環境は昔の面影を残している。しかしながら過去から現

在にかけて河川の蛇行が年々進行しており、洗掘の影響

により河岸が堤防防護ラインに迫っているなど、早急な

対策工事を必要とする箇所が存在していた。 
 
3. 周辺環境 

 
(1) ショウドウツバメ 
河川工事の設計段階で、工事箇所付近の右岸にショウ

ドウツバメのコロニー（集団営巣地）があることが確認

された（図－2）。 
ショウドウツバメは全長十数センチのツバメ科の渡り

鳥（夏鳥）で、国内では北海道のみで繁殖する渡り鳥で

ある。北海道には5月頃に渡来し、8月頃まで繁殖が行わ

れて越冬のために東南アジア方面へ飛んでいく。河川や

湖、海岸の砂泥質の崖に集団で巣を堀りコロニーを形成

する。近年は河川改修等により砂や砂泥の断崖面が減少

して営巣できる環境が徐々に少なくなっており、当該箇

所にあるコロニーは石狩川下流域で最大級であることか

ら、江別河川事務所では設計段階で保護の必要性がある

と考えていた。また、「夕張川流域会議」においても地

域住民やNPO、鳥類専門家より同様の指摘がなされ、シ

ョウドウツバメに配慮した施工方法の検討を行った。 
 

(2) 樹林化 
 工事箇所付近では、河原にヤナギ類などが繁茂して樹

林化が進行しており（図－3）、河道断面縮小による流

下能力減、生態系への影響が懸念されていた。樹林化し

ている河原は低水路内で増水した際にも水が浸ることが

ほとんどなく（図－4）、澪筋が固定化している状態に

あった。河原の樹林化を抑制するためには、増水時に河

原が定期的に出水攪乱を受ける必要があることから、樹

林化抑制のための検討も行った。 
 

(3) 河川空間利用 
工事箇所付近の高水敷はゴルフ場・採草地等に利用さ

れているが、河道部は水深が深く低水路内の水際へのア

クセス箇所がないため、地域住民などによる河川利用が

ほとんどない状況にあった。 
 
4.  環境に配慮した施工方法の検討 
 対象工事区間では、河岸浸食を抑制し流下能力を向上

させるために、河岸保護工および河道整正工を行う必要

があった。 
 

(1) 河岸保護工（根固め工） L≑300m  （図－5） 
 右岸工事箇所（根固め工区間）は、崖地となっている

河岸にショウドウツバメのコロニーが多数見られる。シ

ョウドウツバメは下草や樹木がなく開けている崖を好み、

外敵から身を守るために2m以上の垂直面が必要とされ

ているため、ショウドウツバメにとっては適した繁殖場

といえる。しかし右岸は低水路湾曲部の水衝側に位置し

ているため、法尻の局所洗掘が経年的に進行し河岸後退

を引き起こしていた（図－6）。継続して河岸後退が進

むと堤防決壊の危険性があることから、浸食を抑制しな

ければならない。同区間においては、河岸の土質、形状

から法尻の洗掘が原因で河岸上部の崩落が繰り返し発生

し、側方浸食が進行している可能性が高いと考えられた。

そのため、浸食抑制およびショウドウツバメのコロニー

の保全に配慮して、河岸をブロックで覆う工法ではなく

法尻にブロックを乱積みする根固め工が選定された。ま

た、工事時期はショウドウツバメに配慮し、繁殖・育雛

期が終わる時期（8月頃）以降とした。 

 
図－3 河原の樹林化 

  
図－4 低水路内の平常時と増水時   
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(2) 河道整正工  L≑470m （図－5） 
 工事箇所付近では、現況流下能力（約1,500m3/s）が整

備目標流量（1,600m3/s）に対して不足しているため（図

－7）、河道整正工を行い流下能力を確保する必要があ

った。当該区間は左岸高水敷上にリバーサイドゴルフ場、

右岸高水敷上は牧草地となっており、右岸の低水路河岸

は崖状でショウドウツバメ営巣地となっているため、左

岸低水路部分の掘削等について検討を行った。 
整備目標流量を流下させることのできる河道断面を確

保するために、第一段階として樹木のみを伐採した場合

の検討を行い、第二段階として樹木伐採および平水位ま

で土砂掘削した場合の流下能力検討を行った。なお樹木

の伐採を行ったとしてもショウドウツバメのえさ場等へ

の影響は小さいと考えられた。 
計算結果（図－7）は、樹木のみを伐採した場合には

整備目標流量に達していない箇所が存在していたが、土

砂掘削した場合は流下能力が整備目標流量以上となった。

そのため、左岸低水路部分の樹木伐採および土砂掘削に

より河道断面を確保することとした。  
さらに平水位付近に礫層があることが事前の調査で確

認されており、土砂掘削することで礫河原（図－8）を

創出することが可能であった。礫河原が創出されること

によって、サケやウグイなどの魚類が産卵場として利用

する可能性があり、また、地域住民が川の体験学習を行

う場として活用することも視野に入れた。 
 

 
図－5 根固め工および河道整正工の箇所図 

 
図－6 根固め工および河道整正工の横断図 

 

図－7 夕張川下流における現況流下能力 

および樹木伐採・掘削による計算流下流量 

 

 
 

図－8 河道整正後 礫河原 
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5. 工事施工後の環境 
根固め工および河道整正工の両工事を行った結果、治

水面および環境面の両方において利する工事になったと

考えられる。 
根固め工では、河岸の洗掘を抑制するとともに河岸に

営巣しているショウドウツバメのコロニーに配慮して、

右岸の法尻にブロックを乱積みする工法を選定した。そ

の結果、ショウドウツバメが現在（平成25年）も営巣し

ていることが「夕張川流域会議」においても報告されて

おり、治水の安全度を向上させながらショウドウツバメ

のコロニーも保全することができたと考えられる。 
河道整正工では、樹木伐採と土砂掘削によって整備目

標流量を流下させる河道断面が確保され、さらに礫河原

を創出することができた。掘削高を平水位としたことに

よって洪水時に掘削面全体に水が流れるようになり（図

－9）、当該区間の増水時の流向が工事前と変化し、右

岸側の河岸浸食作用が低減できたと考えられる。また増

水時に定期的に攪乱を受けることで樹林化が抑制され、

夕張川下流域の特徴であるシルト質の土が洪水時に礫河

原から洗い流されて礫河原が維持されるなど、河川管理

にも適した工事であると考える。 
 
 

6.  地域との関わり 
 河道整正工を行ったことで礫河原が形成され、低水路

内の水際へのアクセス性が高まった。そのため、地域住

民が河川利用しやすくなり、親水性が高まったといえる。 
平成25年の夏に周辺の小学校を対象とした北海道開発

局・NPO・地域住民が共催する川の体験学習出前講座を、

本工事で創出された礫河原で開催した。学習内容として

は、水生生物調査、川流れ安全講習、ラフティングなど

である（図－10, 11, 12, 13）。この礫河原の活用は「夕張

川流域会議」においても話題に上がるほど好評で、周辺

に同様の環境がないことから、礫河原は地域の子供達に

とっては自然を体感できる貴重な場となり、今後のさら

なる活用が期待されている。 
出前講座は子供達への川に対する学習を目的として行

われたが、子供達が水生生物の調査を行うことで、工事

後の礫河原周辺に多種多様な水生生物が生息している状

況を確認することができた（ウグイ類・フクドジョウ・

ワカサギ・モズクガニ等）（図－14）。今後、経年的に

体験学習での調査を続けていくことで、環境に対する地

域の人々の知識と関心を高める重要な場となることが期

待されている。 
 

 

図－10 川の学習会時の水生生物調査 

 

図－11 川の学習会時のラフティング 
 

 

図－12 川の学習会時の川流れ安全講習 

 

 

 
 

図－9 河道整正後（左岸） 
上：平常時、下：増水時 
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7.  まとめ 
 本河川工事では治水の安全度を向上させるのと同時

に、地域と環境に配慮した河川工事を流域の方々と連携

して行うことで夕張川の環境を創出・保全した。さらに、

川へのアクセス性を高めることで親しみのある川づくり

を目指した。本論文のまとめとしては以下の通りである。 
 
(1) 工事実施前に、「夕張川流域会議」でも地域住民・

自治体等と情報や意見の交換を行い、夕張川の環境

創出を地域と連携して行うことができた。 
 

(2) 夕張川右岸の洗掘を抑制するとともに河岸に営巣し

ている軽度懸念種であるショウドウツバメに配慮し

て、法尻に根固めブロックを乱積みした。 
 

(3) 工事箇所付近において河川整備流量を流下させるこ

とのできる河道断面を確保するため、河道整正工

（左岸低水路部分の繁茂している樹林を伐採し、土

砂を掘削）を行った。その際、左岸掘削部に礫河原

を創出した。 
 

(4) 掘削高を平水位として土砂掘削したことで洪水時に

掘削面全体に水が流れるようになったため、増水時

の流向が変化し、右岸側の河岸浸食作用が低減出来

たと考えられる。 
 

(5) 洪水時に礫河原が攪乱をうけることによって、樹林

化を抑制することが可能となった。 

(6) 礫河原を創出したことによって低水路内の水際への

アクセス性が高まり、地域住民が利用しやすくなり、

工事箇所付近の親水性が高まった。 
 

(7) 川と環境に対する子供達の知識および関心を向上さ

せるために、平成25年に周辺小学校を対象とした出

前講座を礫河原で開催した。 
 

(8) 出前講座で水生生物調査を行うことで、礫河原周辺

に多種多様な水生生物を確認することができた。 
 

(9) 礫河原周辺には洪水後に瀬と淵が創出されるため、

水生生物の新たな生息場となった。 
 

8.  あとがき 
現代の子供達は川で遊ぶことが少なくなってきたとい

われている。しかし、周辺環境の都市化によって身近に

川で遊べる空間が少なくなってきたことも原因の一つで

あると考えられる。その中で、夕張川下流では「多自然

川づくり」を指針として、治水と環境を両立させた空間

を創出するための河川工事を地域と連携しながら行った。

その結果、親水性が高まる礫河原が創出され、水生生物

の新たな生息場や、地域の子供達にとって川や環境とふ

れ合いながら学ぶ貴重な場が形成されたと考える。 
しかしながら、夕張川上流では他にも解決すべき課題

がある。その1つとして、夕張川上流の支川では子供達

によりサケの稚魚放流活動が通年行われているが、縦断

的な連続性が頭首工により断たれており、サケが遡上出

来ない状態にある。そのため、河川の連続性を確保する

ために魚道の設置について江別河川事務所を主体に関係

機関と連携しながら検討を進めており、地域住民からも

強く期待されている状況にある。 
最後に、図－15（左）は現況の夕張川であり、図－15

（右）については上流で河道掘削を行った場合に礫河原

が創出できるという構想図である。図－15（右）のよう

なたくさんの親しみやすい河川環境をつくりあげるため

にも、今後も地域と連携しながら河川事業を実施してい

きたい。 

 

図－13 川の学習会時のショウドウツバメの 

コロニー観察 

 

図－14 工事現場周辺に生息する水生生物 

  

図－15 （左）河道の現況図（右）河道の構想図 
（作成：流域生態研究所） 
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