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 急流河川である札内川では近年、複合的な要因により河道内の樹林化が著しく、礫河原が急

速に減少し、札内川特有の河川環境の衰退が懸念されている。そのため礫河原の更新環境を回

復させるため、札内川ダムの放流を活用した自然の攪乱リズムを復活させる取り組みを行って

いる。 
 本稿は、ダム放流の活用による効果を最大化する取り組みとその効果について報告する。 
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１．はじめに 

札内川は一級水系十勝川の一次支川であり、中札内村、

帯広市、幕別町を流れている急流な礫床河川で、清流日

本一1)にもなった清らかな川である。 

 

 
 

2005年（平成17年）以降、特に支川戸蔦別川との合流

点から上流側の区間（図-1参照。以下、上流区間とい

う。）で河道内の樹林化が著しく、礫河原が急速に減少

していた2)（写真-1）。これは年最大流量や融雪期最大

流量が減少傾向2) であることもあり河道内の攪乱が発生

しにくくなったためと考えられる。 

そのため有識者からなる札内川技術検討会を設置し、

川の流れが持つ営力による礫河原再生を目指し、2012年

（平成24年）から札内川ダムからの放流を利用した取り

組みを実施している。2013年（平成25年）からは、河道

内の旧流路（派川）を活用し、ダム放流による効果を最

大限に引き出す取り組みを行っている。本稿では、新た

な取り組みとして2015年（平成27年）に実施した置砂

（砂礫還元）の概要と考察、またこれまでの取り組みに

よる動植物面への効果について報告する。 

 

 

1978年(S53)撮影

2010年(H22)撮影

写真-1 上段：広い礫河原が見られる札内川 

下段：礫河原がわずかとなった札内川 

札内川ダム 

図-1 札内川の位置及び 

上流区間と下流区間 

十勝川 

下
流
区
間 

 

上
流
区
間 

戸 
蔦 

別 川 

札 

内 

川 



Teruyoshi Takahashi,Kenichi Houmura,Hideaki Yokohama 

２．直線流路区間における最大化の手法 

2013年（平成25年）からダム放流による効果の最大化を

図る手法として旧流路引き込みを実施している。これは

平常時には流水が見られなくなっている旧流路（河道内

の派川）に着目し、その閉塞している流入部の樹木伐採

と河道整正（掘削、除去）を行い札内川ダムからの放流

水を導くものである（図-2）。 

しかし適当な旧流路が無く、特に流路が固定化及び直

線化した区間における対策が課題となっていた。 

 

 

 
 

３．置砂（砂礫還元）による砂州の発達 

流路が固定化及び直線化した区間において2014年8月

の台風11号による出水の際に、砂州が発達し、その影響

により側岸侵食が発生、流路が蛇行化したと考えられる

箇所が見られた（図-3）3)。 

このことに着目し、置砂（砂礫還元）による新たな

手法及びモニタリング技術の確立を目指した（図-4）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ただし砂州の十分な発達にはある程度の波高を持った

砂州が形成されている必要があり、且つある程度の規模

と継続時間を有した流量が必要である5)とされている。

直線流路区間において砂州の発達と蛇行化が見られた

2014年8月出水に対し、6月のダム放流における一定流量

以上の放流継続時間は約1/5（図-5）であることから、

中小規模の出水による変化を期待しつつ、継続した取り

組みが必要と考えられる。 

 

４．置砂（砂礫還元）試験工区の概要 

2015年（平成27年）6月23日のダム放流に向け、置砂

試験工区を設けた。図-6及び図-7に示すI工区において、

旧流路引き込み掘削により発生した砂礫を用いた置砂

（砂礫還元）の試験工区を設けた。 

 

 図-6 置砂（砂礫還元）試験工区（I工区KP32.0右岸） 

置砂位置 

2015年7月撮影 

図-5 80㎥/s以上の放流継続時間比較 

図-4 置砂（砂礫還元）概要図4) 

置砂

砂州の発達を期待 

砂州の発達により、将来の流路蛇行化も期待 

図-3 2014年8月出水による砂州の発達と蛇行化 

 （KP33.0付近） 

2014年8月撮影(出水後)

①侵食 

③流向変化 

②砂州が発達 

⑤砂州が発達 

⑥侵食 

⑦侵食 
④上流側より大きな侵食 

⑧侵食 

図-2 旧流路引き込みの例 

（2015年複列流路工区（KP45.8））

複列流路形状を考慮 

    

複列流路形状を考慮 

   
引き込み箇所

主流路 

旧流路 
旧流路 

2014年7月撮影(出水前) 
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置砂を配置する位置は、複数の候補の中から有識者

からの助言を受け、増水時に水衝部となる位置とし、ま

た施工担当職員と協議し施工性等や濁水発生抑制も考慮

して決定した。 

施工上の配慮としては、施工中に濁水が発生しにく

いよう、札内川の水位が低く置砂範囲が冠水しない日に

施工することとしたが、降雨の影響に河川水位が低くな

らず、水中部への置砂が避けられない状況となったため

大型土のうによる仮締切を行った上で施工した。 

置砂の盛土高は札内川ダムからの放流による水位上

昇実績3)を鑑み、置砂が概ね水没または流出しやすいよ

う最大1.0mとした（図-7，図-8） 

 

 

 

 

 

５．追跡調査方法 

置砂（砂礫還元）を実施することにより意図した箇

所の砂洲が発達したかどうかを把握するため、供給した

砂礫の移動範囲の追跡調査を行うとともに放流前後に周

辺河道の地形測量を実施した。 

なお供給する砂礫は旧流路引き込み掘削による発生

土を有効活用するものであり、現況河床材料と見分けの

つかないものであるため還元した砂礫の追跡調査につい

ては、以下の3種類の方法を同時に採用した。 

 

（1）GPSロガー埋め込み型 

札内川の礫の比重と同程度になるよう調整した追跡

用の礫を作成し、その内部にBluetooth対応GPSロガーを

挿入した（写真-2）。放流後にBluetooth対応パソコン

を所持した調査員が河道内を踏査することで、この追跡

用礫模型そのものが発見できなくても移動経路・時間等

のデータを受信し到達場所を特定しようとするものであ

る。しかし製作に手間が掛かるため多くの個数を用意で

きないことや、電波を捉えにくいことが課題である。 

 

 

 

 

 

（2）鉄筋埋め込み型 

札内川から採取した礫内に鉄筋を埋め込み、放流後

に調査員が金属探知機を用いて調査し、到達場所の位置

を特定しようとするものである。探知されやすいよう番

線を巻き付け、さらに視認しやすいよう生分解性の塗料

を用いて塗装した（写真-4）。これについても製作に手

間が掛かるため多くは用意できないという課題がある。 

 

 

番線 

札内川の礫 

黄色着色 

鉄筋 

写真-4 鉄筋埋め込み型 

写真-3 GPSロガー埋め込み型の配置状況 

配置状況 

追跡用礫 

写真-2 GPSロガー埋め込み型 

 

  

電子ロガー 

挿入 

図-7 置砂（砂礫還元）試験工区施工図 

       （I工区KP32.0右岸） 
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（3）岩石混入 

発見しやすいように札内川の河床材料と色が違う黒

色の安山岩を置砂に混入させた。なお札内川の河床材料

と同等の比重のものを選定した（写真-5）。 

火山岩である安山岩を使用することについては、札

内川の礫とは異なるものを札内川の礫河原に混入するこ

とになるため有識者から助言をいただきながら進めた。

これは他と比較し発見率が高く有効な手段である。 

 

 

 

 

 

６．追跡調査結果 

I工区（KP32.0右岸）において放流後の追跡調査によ

り発見された追跡用の礫の位置図を図-9に示す。 

最大移動距離は、置砂地点から下流側へ250mであった。

ただし、発見できた追跡用の安山岩配置数量に対する割

合は8%程度であり、多くは河床に埋もれたものと推察さ

れる。 

発見された追跡用の礫は置砂地点から最大で約250mの

範囲（直線流路区間の上流部分）の主に砂州の前縁に堆

積していたことから、当初期待（図-4）したように置砂

は砂州の発達及びこれによる将来の流路蛇行化に寄与す

るものと考えられる。 

 

表-1 追跡用礫の混入数量と発見数量（I,H工区合計） 

追跡礫形式 混入数量 発見数量 

GPSロガー埋め込み型 6個 3個

鉄筋埋め込み型 11個 7個

安山岩 約6,000個 496個
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図-9 追跡用礫の流下状況（Ｉ工区KP32.0右岸） 

図-8 I工区の河道横断図（出水前後の置砂の掃流状況）

写真-8 置砂（砂礫還元）放流後の状況 

（I工区KP32.0右岸） 

置砂はすべて掃流 

2015年放流後（2015.6.25撮影） 

写真-7 置砂（砂礫還元）状況（I工区KP32.0右岸） 

置砂 

2015年放流前（2015.6.16撮影） 

旧流路引き込み

掘削発生砂礫 

2015年6月16日撮影

配置状況 

追跡用礫 

写真-6 追跡用礫（安山岩）の配置状況 

写真-5 安山岩 
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７．これまでの取り組みによる河川環境への効果 

札内川ダム放流を活用した礫河原再生の取り組みに

ついて、旧流路引き込みによる魚類及び底生動物の生息

環境への効果を把握するため、2014年（平成26年）に設

定した試験工区であるG工区（KP45.8付近）において調

査を実施した。 

魚類調査方法は、河川水辺の国勢調査に準じて投網、

タモ網、サデ網、小型定置網、刺網、エレクトロフィッ

シャーを採用した。同様に底生動物採集方法はサーバネ

ットによる定量採集を実施した。 

G工区における調査は図-10に示すとおり、札内川の主

流路と旧流路（2014年に旧流路引き込みを実施）で実施

した。この旧流路は主流路より水面幅が狭く、水深も浅

く、流速は穏やかである（表-2，図-11）。  

調査結果は図-12及び図-13のとおり、旧流路及び主流

路の両方で魚類及び底生動物が採集された。 

魚類確認種での総数は旧流路で5科6種、主流路で4科5

種、また詳細データによると少数ではあるが緩流域を好

むトミヨ属淡水型やハナカジカの稚魚が旧流路において

確認されている。 

底生動物は旧流路と主流路ともに同程度の採集数量

であり、その内訳は匍匐型の割合が多い状況であった。 

以上のことから旧流路引き込み後1年しか経過してい

ないが、この旧流路は主流路と同様に河床攪乱が発生し、

浮石が存在する河床形態になっていること、餌資源の面

からも魚類の生息場として機能していることが伺える。

また旧流路でハナカジカ稚魚等が採集されていることか

ら主流路とは異なる河道物理環境が形成され魚類の生息

場の多様性向上が図られているものと推察される。 

 

 

表-2 調査箇所の物理環境 

 

 

 

 

 

 

図-11 調査箇所の代表断面図（ダム放流前） 
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図-13 2015年底生動物調査結果（G工区KP45.8付近） 

図-12 2015年魚類調査結果（G工区KP45.8付近） 
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図-10 魚類及び底生動物調査箇所図（G工区KP45.8付近） 
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８．流木追跡調査 

ダム放流に伴う樹木流亡による下流への影響などが

懸念されたことからその流下の追跡を行なった。長さ

12.0m、胸高直径0.09m、根が付いている状態の流木は、

設置したKP41.6地点の砂州上からダム放流により流下し、

約4km下流のKP37.5地点の中州（写真-10）に到達してい

た。GPSロガーの記録によると到達時刻は6月23日15時頃

と推察される。今回追跡した流木の流下距離は比較的短

く、ダム放流に伴う影響は限定的と思われるが、データ

数が少ないため引き続き観察が必要である。 

 

 

写真-9 追跡用流木設置地点状況 

 

 
写真-10 追跡用流木到達地点状況 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

９．まとめ 

札内川ダムからの放流、その効果の最大化のための旧

流路引き込みに加え、置砂を実施することで、攪乱しや

すい河道の維持、蛇行化の促進が図られ、中小規模出水

時には、比較的大きな範囲の樹木流亡や河道変化の下流

への伝播等4)の効果が期待できる。 

また旧流路が魚類の生息場として機能していることが

分かってきたことから、動植物の生息環境への効果も今

後、益々期待されるところである。 

流木からの孫生えによる樹林化も懸念されることから、

引き続き観察が必要と思われる。 

「川の流れが持つ営力により礫河原を更新できるシス

テムの再生」を目指し、今後、旧流路引き込み等を計画

的に進める予定である。札内川の礫河原に依存した動植

物の生息・更新環境の保全・再生など河川環境の改善に

向けて、モニタリング及び目標達成度の評価、手法見直

し等を継続する。 
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