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 十勝川中流部の河川空間は、豊かな自然の恵みや市民が親しむ場として河川公園等が整備さ

れ、多くの人々に利用されている。このため、河川整備を行う上で地域住民やＮＰＯ等の市民

団体、関係機関等と連携しながら川づくりを推進することが望ましい。平成24年に設立した

「十勝川中流部市民協働会議」は、地域住民等と河川管理者の調整の場として河川整備を推進

しており、その取り組みを中心に報告するものである。 
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1.  はじめに 

 平成 9年の河川法改正により、河川管理の目的として、

「治水」、「利水」に加え、「河川環境」（水質、景観、

生態系等）の整備と保全が位置づけられた。また、河川

整備に関する計画は住民の意見を反映して定めていくこ

ととなり、十勝川水系では平成 22 年に「十勝川水系河

川整備計画」が策定された。 

このような背景のもと、十勝川中流部において、より

良い川づくりに向けて、「十勝川中流部川づくりワーク

ショップ」を立ち上げ、地域住民や河川管理者のほか有

識者・学識経験者などが一体となって検討を行い、河川

整備をより具体的に示す川づくり（案）を作成した。 

 平成 24 年から川づくり（案）に沿い確実に実施して

いることを確認するため、地域住民を中心とする「十勝

川中流部市民協働会議」が設立され、河川管理者が進め

る河川整備について引き続き確認・改善を図っている。 

 平成25年からは、「十勝川中流部市民協働会議」に地

元教育機関が加わり、学生たちを中心とする川づくりを

進めている。 

本報では、河川管理者にとって良好な河川環境の形成

を地域住民と図る取り組みや、河川を活かした実践的な

環境教育の推進を図る取り組みを中心に報告するもので

ある。 

 

2.  十勝川中流部川づくりの基本方針 

(1)   十勝川中流部ワークショップの概要 

 十勝川中流部は、帯広市、音更町、幕別町の3市町に 

またがり人口・資産が集中する地域に位置し、ケショウ

ヤナギを代表とするヤナギ類を中心とした河畔林や生物

の生息環境となる礫河原など多様な河川環境・景観を呈

している。また、その河川空間は、カヌーなどによる自

然観察会や堤防や河岸からの野鳥観察会、釣り、散策、

サイクリング、グラウンドスポーツなど地域住民が親し

む場として河川利用が盛んである。このことから「十勝

川水系河川整備計画」の方針に沿い、治水安全度の向上

を目指すと同時に自然環境・景観の確保を目的とした河

道掘削を実施するため、地域と合意形成を図り、より良

い川づくりの実現に向けて十勝川中流部ワークショップ

を開催し、十勝川中流部川づくり（案）を作成した。 

なお、十勝川中流部ワークショップは、地域住民や河

川管理者のほか有識者・学識経験者、地方自治体担当者、

観光関係者、一般公募者などをメンバーとし、平成 22

年から平成 24年にかけて現地視察を含め、計 10回開催

した。 

 

(2)   十勝川中流部川づくり（案）とその内容 

 十勝川中流部において、河川整備箇所を9つに分類し、

ミティゲーションを行いながら環境保全の配慮事項など

を示した川づくり（案）を作成した（図-1）。 

 基本方針としては、以下のとおりである。 

① 流下能力が不足している箇所で河畔林を伐採する際

は、平水位で掘削する、もしくは、草原化すること

により、再樹林化を防止する。 

② 草原化する場合であっても、鳥類の営巣や小動物及

び昆虫類の移動に配慮し、河畔林を10m幅で残し、

河畔林の縦断的な連続性を確保する。 
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図-1 地域住民と作成した川づくり（案） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図-2 地域と連携したＰＤＣＡ型河川管理のイメージ 

 

③ 再樹林化の防止と失われた湿地環境を再生するため、

湿地環境を形成する。 

 

3. 十勝川中流部川づくりの取り組み 

 十勝川中流部の川づくりは、前述のように河川整備に

関する計画に事前に合意形成を図りながら進めてきた。  

工事実施段階に移行した後は、地域住民等が工事実施

中や実施後に確認し、確実に地域住民等がイメージする

川づくりを進めることができていることが望ましい。 

このことから、十勝川中流部の川づくりへの住民の参

画の場は、「十勝川中流部川づくりワークショップ」か

ら「十勝川中流部市民協働会議」に引き継がれ、地域と

連携した川づくりに取り組んでいくこととした。 

具体的には、川づくり（案）を「計画」とし、河川管

理者が工事を「実施」し、十勝川市民協働会議が主体的

に「確認」するとともに、必要に応じて十勝川中流部市

民協働会議と河川管理者が「改善」方針を検討し、「計

画修正」へ繋げるＰＤＣＡ型河川管理として地域と連携

した河川整備・管理を進めることが可能となった（図-

2）。 

 

(1)  十勝川中流部市民協働会議の目的 

 十勝川中流部市民協働会議は、川づくり（案）のフォ

ローアップ機能として以下の3点を目的とする（図-2）。 

一．十勝川中流部ワークショップの基本方針を引き継

ぎ、地域住民、市民団体、行政が協働で、十勝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-2 十勝川中流部における川づくりの構図 

 

川中流部川づくり（案）に沿って川づくりを推

進していくこと。 

 二．十勝川中流部を十勝地域住民の共同財産とし、そ

の自然環境を保全・復元・利活用していくこと。 

 三．地域住民、市民団体、行政が地域の自然環境復元

のためのパートナーとして積極的に協働し、相

互の理解・協力関係を構築し、将来的に地域住

民、市民団体のパートナーを恒常的に行政施策 

に活かしていくこと。 

 

(2)  十勝川中流部市民協働会議の構成 

 十勝川中流部市民協働会議は、同会議の主旨に賛同し、

自発的に参加する人であれば、自由に参加できることと

なっている。平成25年12月時点で53名が参加している。   

なお、平成25年からは十勝川中流部市民協働会議から

の提案で、次世代へ十勝川の河川環境を引き継ぐ観点か

ら、地元教育機関に呼びかけ同会議に参加することとな

った。  

 

(3)  十勝川中流部市民協働会議の活動内容 

 平成24年度は、一般住民向けの報告会を2回、河川管

理者との調整の場として事務局会議を5回、河川管理者

と合同の現場視察を3回実施している。 

 平成25年度の活動実績・内容は以下のとおりである。 

a) 第6回事務局会議（平成25年5月28日） 

・学生を主体とした草地環境復元や湿地環境形成に関

する進め方の確認。 

 ・現在の工事の進捗状況を河川管理者より説明。 

b) 第7回事務局会議（平成25年7月30日） 

・湿地環境形成に関する具体的な工事内容の確認・意

見交換。 

c) 第3回川づくり報告会（平成25年8月2日） 

 ・高校生や教諭による川づくりの今後の関わり方に関

する発表など。 

d) 第8回事務局会議（平成25年8月26日） 

・学生を主体とした草地環境復元に関する具体的な活

動内容の確認・意見交換。 

掘削部凡例 

河床掘削 

平水位掘削 

高水敷掘削 

伐開区域凡例 

密→疎 

伐開 
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e) 第9回事務局会議（平成25年11月6日） 

・10m幅で保全する河畔林の場所の意見交換・確認。 

f) 第10回事務局会議（平成25年12月10日） 

 ・高校生が作成した草地デザインについて、十勝川中

流部市民協働会議と河川管理者により、実施可能

可否に関する意見交換。 

 

4. 教育機関と連携した川づくり 

当該地区はこれまで護岸工事などの河川整備により洪

水時のはん濫を防ぎ、一定の効果を発揮してきたが、河

畔林の繁茂などにより流下能力が不足している状況にあ

る。  

このため、今後、洪水時に阻害となる河畔林を伐採し

た跡の再樹林化を防止するため、草地や湿地環境を創る

とともに多様な自然環境の保全と景観を形成することを

目指している。そこで将来を担う学生たちに、十勝川に

対する関心の高揚と、これからの十勝川らしい自然環境

の保全のあり方について学び、知見を引き継いでいくこ

とを目的に地域と河川管理者と教育機関（帯広農業高校、

帯広工業高校、帯広畜産大学）が連携した川づくりを平

成25年から行っている（図-4）。 

 帯広農業高校・帯広工業高校は、十勝川中流部川づく

り（案）のうち、十勝大橋左岸側上下流部の河畔林を対

象に草地環境の形成に関する検討を行っている。さらに

帯広農業高校は、それに加え十勝大橋右岸側下流部の掘

削跡地を対象に湿地環境の形成に関する検討も行ってい

る。なお、これら学生の取り組みは授業カリキュラムの

中で実施し、河川を活かした実践的な環境教育の推進も

図ることができる。 

また、帯広畜産大学は、小動物などの移動に配慮し河

畔林の縦断的な連続性を確保する箇所について、定点カ

メラを設置し、その有効性や効果につい今後検証する予

定である。 

 

図-4 各教育機関の担当別配置図 

 

(1)  高校生と連携した川づくりの進め方 

川は地域の人々との関わりの中でその姿がつくられ

てきている。このため、元来川の持つ姿や川の自然環境

や歴史を学び・理解することによって、川の将来像を考

えながら座学・現地視察・現地調査・デザイン作成を実

施した。 

座学・現地視察では、十勝川の成り立ちや、川のは

ん濫から人命・資産を守ることや河畔林の役割とその大

切さをはじめ、建設会社・コンサルタント・行政の仕事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 課外学習風景 

 

内容など幅広く講義を行った。また、これまでの十勝川

中流部市民協働会議で実施した川づくりについても詳し

く講義を行った。さらに草地環境形成箇所と湿地環境形

成箇所について「なぜ、このような取り組みが必要なの

か？」、「取り組みを実現するためにどのような環境が

よいか？」を考える一歩として、現場を見て歩き体験す

ることにより、今後の提案に生かすため、課外学習も実

施した（写真-1）。 

当日は、川のつくり出す多様な環境を実感してもら

うため、植物採取、虫や魚とりを行い、川と植物・生物

のかかわりや種類・特徴について体験学習を実施した。 

学生たちの感想は、「実践的に河川事業に携わるこ

とができることはうれしい」、「授業の中で、長い期間

かけて取り組むことは貴重」など、意欲的なものが多か

った。 

 

(2)  草原環境を形成するための具体的な取り組み 

 今後、当該箇所は、小動物や昆虫・鳥類の生息環境に

必要な幅10mの樹木以外は全て伐採する予定である。こ

のため、伐採後に発生するすき取り物は早期植生回復を

図る目的で現場内に敷均す予定である。そのすき取り物

を利用し起伏をつけることも可能となるため、起伏の位

置や規模などの検討を行った。さらに場所をどのような

在来草原にするかなどの検討をあわせて実施した。 

a) 現地調査、個別草地デザイン作成 

 現地調査では、事前に十勝の植生ハンドブックを渡し

樹木や草本などの勉強をした後、以下の3点を念頭にお

き調査を実施した。 

一．在来草地復元箇所として、どのような場所に

なったら良いか？ 

二．どんな草本が良いか？どんな木を残したら良

いか？ 

三．凹凸はあった方が良いか？道路や散策路はあ

った方が良いか？自然のままが良いか？ 

草地復元予定箇所は、約25haと広いため、各学校、学

年単位で区画割し、さらに細分化するために班割を行っ

た。（帯広農業高校20名：左岸十勝大橋上流、帯広工業 
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写真-2 現地調査状況写真 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-5 現状の地形・植生記録（一例） 

 

高校１年生5班40名：左岸十勝大橋から音更川合流点、 

帯広工業高校２年生5班40名：音更川合流点下流） 

現地調査は各個人で実施し、スラント、テープ、スケ

ッチブック、植生本を準備し詳細な地形・植生の記録し

た（写真-2）。 

現地調査の成果として「現状の地形・植生の記録」

（図-5）や「将来の草地イメージ」の個別の草地デザイ

ンを作成した。 

 

b)班別草地デザイン作成 

 各個人がそれぞれに思い描く草地デザインを作成した

後、「どのうような場所にしたいか？」等、各班テーマ

を決めとりまとめを行い、発表会を実施した。なお、と

りまとめの際は、各班に協働会議メンバー１名がファシ

リテーターとして付き、とりまとめ役を担った（図-6）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-6 班別イメージパース 

 

c)十勝川中流部市民協働会議での議論 

学生が考えた班ごとの草地デザインは、自由な発想で

書いてもらったため、最終の全体草地デザインを作成す

る前に、「十勝川中流部ワークショップ時の合意事項が

守られているか？」、「河川工事として実施可能か？」

を調整する必要があった。 

 学生が考えたデザインの中では、散策路のチップ材の

使用や流木で作成したベンチの設置、起伏の高低差に関

して修正が必要であった。高水敷であるため洪水への配

慮が必要であり、散策路について草の踏み分け道程度、

流木ベンチは設置しない、起伏の高低は50cm程度を限度

としたほかは、概ね実現可能であることを協働会議で確

認した。 

また、別の話題が議論となり、すき取り物による樹林

化の対応と伐採箇所の北海道特有のﾊﾙﾆﾚ、ﾐｽﾞﾅﾗ、ｶｼﾜな

ど広葉樹の幼木への対応が必要ではないかと言う意見が

挙がった。議論の結果、すき取り物を堆積する場所へは

成長の早い在来草本を播種すること、広葉樹の幼木は

10m幅に存置する河畔林内へは協働会議の手で移植する

ことにより多様性を高めることとし、意見がまとまった。 

 

d)全体草地デザイン作成と今後の作業 

最後に周辺の高水敷利用等との利活用性の整合性を考

え各班の草地デザインを繋げる作業を実施し、１枚の工

事の基礎資料となる図面を作成した（図-7、写真-3）。 

平成26年は、この草地デザインを参考に河川管理者が

伐採・伐根・すき取り作業を実施した後、十勝川中流部

市民協働会議や学生たち、河川管理者で在来草本の種子

を播種する予定である。 
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図-7 全体イメージパース  

図-7 全体イメージパース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-3 学生とファシリテーターの作業状況 

 

 (3)  湿地環境を形成するための具体的な取り組み 

当該箇所は平成24年に流下能力向上を目的とした掘削

を終了したが、十勝川中流部ワークショップ時に可能な

限り湿地環境の形成と生物の多様性を図ることとされた。  

現状は、十勝川からの流水や近隣河川の伏流水で平均

50cm程度の水深は確保されているが、協働会議から「水

深が浅く小型の魚類しか生息せず、魚相を多様にするた

め、2.5m程度の深みを作ってみてはどうか？」と意見が

あった。河川管理者としては、近隣の堤防沿いに水防用

の備蓄基地を計画していたため、当該箇所を土取り場と

して追加掘削を行い、多様な自然環境を目指すこととし

た。 

 

a) 魚相に配慮した湿地環境の検討・湿地デザイン作成 

当該箇所の近隣はスポーツやサイクリング、散策など

高水敷利用が盛んであるため、深みを作る際には安全性

を考慮する必要がある。また、十勝川と僅かに繋がって

いる箇所を活かし魚類の往来に利用するといった点を中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-8 湿地環境形成箇所の周辺状況図 

 

心に現在検討を行っている（図-8）。 

今後は、帯広農業高校と十勝川中流部市民協働会議の

湿地デザインの意見をもとに、河川管理者が工事図面を

作成する予定である。 

 

b) 帯広農業高校による試行実験目的とその内容 

望ましい湿地環境を形成することを目指し以下の3点

を目的に試行実験を実施している。 

一． 生物にとって望ましい水中環境を形成する。 

二． 魚礁型の施設設置により、水生生物を保護・生

息し、豊かな生態系を育む場とする。 

三． 十勝川の水質改善に貢献する水質浄化機能を高

める。 

実験は、帯広農業高校の課題研究の中で独自に実

施しており、現地にはゼオライトや砂利を利用した

布団籠を平成25年9月に設置した。布団籠設置有無に

より、生物相の多様性の変化や水質改善効果を検証

するため、魚類調査・水生生物調査・水質調査を継

続的に実施していく予定である。 

5.  今後の進め方について 

十勝川中流部における地域と連携した川づくりは、地

域住民や環境系有識者、教育者やその生徒などが十勝川

の豊かな自然を次世代へ継承しようとする強い思いから

その活発な意見により良好な川づくりを進められている。  

このように地域の意見を河川整備の施策に取り込むこ

とで、川の（魅）力によって川・地域・人が“つながっ

ていく”仕組みが形成されつつある。 

 十勝川中流部の河川整備は、十勝川中流部ワークショ

ップ時に9つの箇所における整備方針が地域住民との間

で決定され、現在9箇所のうち6箇所の整備が完了しつつ

ある。そのうち2箇所については、地域の学生と環境教

育といった新たな視点を加え、順調に連携を図ることが

できていることから、残り3箇所についても同様に信頼

関係を更に深めつつ連携し河川整備を進める予定である。 

この取り組みは全国でも先進的な事例であり、川を通

じて川・地域・人がつながりあうことにより地域に根ざ

した河川整備の方策であるといえる。 
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