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平成28年8月、記録的な大雨に見舞われた一連の出水により十勝川河口付近には大量の流木が

流出した。 
河口に漂着した流木は、再流出を防ぐために即時に集積したが、2万m3を超える流木の処分

には多大な費用を要する。また、流木に塩分が付着していることにより、再利用への影響が懸

念されている。 
本発表では、本年度実施している流木処理工事及び無償提供の試行等について報告する。 
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1. 背景 

平成28年8月、北海道に台風が相次いで上陸・接近し

たほか、北海道付近に停滞していた前線の活動が活発と

なったため、オホーツク海側と太平洋側を中心に各地で

記録的な大雨となり、十勝川水系では豊頃町にある茂岩

ほか11水位観測所において既往最高水位を超える出水と

なった。 
この影響により、十勝川河口付近には20,000 m3を超え

る流木が漂着した（写真-1）。大量の流木を放置した場

合、河川管理上の支障や、再流出による漁業活動への悪

影響等を及ぼす可能性が高いため、収集・集積を直ちに

実施した（写真-2）。一時集積した流木についても、景

観悪化や、海岸利用者へ支障を与える可能性がある。ま

た、今後発生する流木の集積ヤードの確保の観点からも

可能な限り早く処分することが求められる。しかし、今

回発生した流木量は、処分にはコストが嵩むほか、作業

に多大な時間を要すなど、大きな負担となることが見込

まれた。 
一方、資源という視点から考えると、流木は再生可能

な有機性資源（木質バイオマス）として捉えることがで

き、チップ原材料や燃料など幅広い利活用が期待できる

が、河口流木は塩分が含まれることもあり、従来は、有 

 
効活用が行われていなかった現状がある。 
そこで本報告では、出水で河口付近に大量発生した流

木処理に関し、コスト縮減の取り組みについて報告する

と共に、河口流木の塩分含有特性について調査し、木質

バイオマス等の資源としての活用方法やその可能性につ

いて検討した結果を報告する。 
 

2. 工事による流木処理方法 

従来、回収された流木のほとんどは一般廃棄物として

処理されることが多く、直接埋立や単純焼却、堆肥化、

チップ化されることが多い 1)（表-1）。 

写真-2 流木集積状況（2016/9 豊頃町） 写真-1 流木の漂着状況（2016/9 豊頃町） 

表-1 木くずの処理方法 1） 

分類名 
直接埋立・ 単
純焼却

焼却（エネル
ギー回収あり）  堆肥化  燃料化 

チップ化 （燃
料化を除く）  その他

①木製パレット 25% 20% 4% 18% 46% 14%

②剪定枝・伐採木 32% 20% 30% 6% 34% 12%

③流木 24% 15% 23% 4% 25% 9%

④木製製品 31% 26% 5% 18% 25% 19%

⑤その他 30% 22% 9% 14% 26% 19%

(産業廃棄物である木くず) 24% 10% 10% 11% 38% 7%
＊代表的な選択肢二つまでを選択できたため、各品目毎の総計は１００％にならない。また、各品目
別に、１事業者当たりの年間排出量について回答のあった数を分母として算出している。一般廃棄物
については各事業者において代表的な方法を２つまで選択できたのに対し、産業廃棄物である木くず
の処理は各産業廃棄物処理業者で行っている処理

（出展：環境省 中央環境審議会廃棄物・リサイクル部会
　廃棄物の区分等に関する専門委員会（第１回）：資料3　木くずの現状について
　２．木くずの処理の実態等について（事業者及び国の機関・地方公共団体並びに事業系一般廃棄
物処理を行う市町村及び産業廃棄物処理を行う産業廃棄物処理業者に対するアンケート結果））
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また、一般的に河道内やダム等の淡水域で回収される

流木は、緑化資材（園芸用培土）、マルチング材、敷料、

暗渠疎水材、燃料等に利用されるが、河口流木について

は、含有する塩分によって前述の利用は限定的で、1%
を超える塩分の場合は有効活用がされない傾向が見られ、

流木が回収される環境により再資源化方法が限定される

と考えられる。 
 

3. コスト縮減の取り組み 

早期の流木撤去とコスト縮減のため、資源の有効活用

の観点から、製品の原料などとして活用したい企業や住

民を幅広く募集して無償提供を試行的に実施した。また、

管内のイベントにて利用促進のため広報活動、アンケー

ト調査および聞き取り調査を実施して活用ニーズの把握

を行った。 

以下にその状況を示す。 

 

 

 
(1)実施事例 
a)無償提供 
無償提供は集積された流木に対して、平成 29 年 8 月

より実施している（図-1）。 
提供方法は、流木の活用希望の個人・団体からの申請

受付後、申請者自ら十勝川及び浦幌十勝川河口・池田河

川事務所構内（河道内流木）の各集積場所において切断

し採取する方法とした（写真 3および 4）。 
河口流木は、大きさ毎に簡易な分別を行い集積してい

るが、付着土砂や塩分を取り除く作業はしていない。ま

た、管理者は常駐しないものとした。 
採取した流木については、自家消費などの制約は設けず

加工・販売など収益を得るような目的も可能とした。 

b)広報ブースでの活用 
池田河川事務所では毎年流域自治体でのイベントにお

いて、河川事業への理解を深めるための広報活動を行っ

ている。今年度は 9月上旬の土日 2日間、本別町のイベ

ントにおいてブースを設け実施した。 

写真-3 流木の採取（個人） 

写真-4 流木の採取（企業） 図-1 流木無償提供パンフレット 
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ブース内のメインテーマを「流木の活用」とし、河口

流木と河道内の流木を幹や根・枝そのままの形で搬入

し、流木の発生状況を展示したほか（写真-5）、魚類

水槽の中への配置やキャンドルツリー・薪としての利

活用方法を展示した（写真-6）。このほか、来場者が

コースター状に裁断した流木の輪切りに装飾・ペイン

トをし、楽しむことができる流木アートコーナーを用

意した（写真-7）。 
このほか、広報ブースで使用した物を活用し池田町に

ある十勝川下流防災施設（十勝川資料館）において、流

木（小枝・コースター状の輪切り）の展示を行っている

（写真-8）。 
 
(2)ニーズの把握 
実施事例において紹介した 2件の事例から、アンケー

ト調査や聴き取りから得られた企業や住民のニーズを以

下にまとめた。 
a)無償提供（アンケート） 

12月までの間に企業 2件、個人 11件の計 13件申し込

みがあり、10 件で実際に採取（うち河口流木は 4 件）。

採取された量は延べ 662 m3（うち河口流木は 638 m3）と

なっている。 

アンケート調査によると、河口流木の使用用途として

は、家畜用敷材として使われる量が最も多く（企業 1
件：625 m3）、次いで家庭用ストーブの薪材（個人 2
件：8 m3）、工作・園芸用資材（個人 1 件：5 m3）の利

用となっている。 
ちなみに、河道内流木の使用用途は、全て家庭用スト

ーブ・キャンプ用薪材（個人 6 件：24 m3）の利用であ

る。 
使途に対しては「まずまず満足」という回答がほとん

どであり、意見要望では、河口流木の採取に関しては、

「公道から集積場所までの通路を改善してほしい」。河

道内流木に関しては、「あらかじめ薪材用のサイズにカ

ットしてほしい」という回答があった。 
b)広報ブース来場者（聴き取り） 
本別町イベントでの広報ブースでは、2 日間計 972 名

の来場があり、中でも親子連れの来場者がコースターへ

の装飾やキャラクター等のイラストをペイントする姿が

見られた。 
このほか、展示していたツリーキャンドルや薪利用の

説明コーナーにも足を止める来場者が多く、「遠方から

の来場なので持って帰ることはできないが、展示してい

る丸太を譲ってほしい」「ツリーキャンドルを作ってみ

たい」などの声も多く聴かれた。 

写真-6 ツリーキャンドル・薪利用の展示 

写真-5 流木堆積状況の展示 

写真-8 流木の展示（十勝川資料館） 

写真-7 コースター作成の様子 
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4. 河口流木の塩分特性 

河口流木の再資源化が進まない一つの原因として、含

有する塩分によって利用が限定的であることを前述した。 
ここで、今回発生した河口流木には現状どれほどの塩

分を含んでいるのかを分析すると共に文献調査、聞き取

り調査を行い、今後の活用の可能性について検討した。 
 
(1)河口流木の塩分分析 
a)サンプル採取方法 

2017 年 11 月 7日から 9 日、十勝川河口右岸（中川郡

豊頃町大津元町地先）、浦幌十勝川河口左岸（十勝郡浦

幌町字十勝太地先）に一時集積された流木を対象にサン

プリングを行った（図-2）。サンプリング方法は、一時

集積箇所の代表的な流木として樹皮のあり（写真-9）・

なし（写真-10）のものを各集積箇所から 3 反復づつ選

出した。各サンプルとも根本の折れ、割れ、腐食等の端

部より約 0.3m以上離れた位置で試料採取を行った。 

試料は樹皮を除いて、樹木心材部に向け、辺材～1cm
（以下、表面）、1cm～1/3（以下、1/3）、1/3～2/3（以

下、2/3）、中心部（以下、中心）の各 4 サンプルを採

集した（図-3）。各サンプルは 103℃、4h の乾燥後、乾

燥重量 20gを分析に供した。なお、一時集積された河口

流木は、全て平成 28 年 9 月に集積され、約 1 年間存置

された物である。また、対照区として、池田河川事務所

構内（中川郡池田町利別東町地先）に河道内から撤去し

一時集積している流木を上記と同様にサンプリングを行

った。サンプルを採取した流木は、平均で長さ 5m±3m、

直径 25cm±5cmの範囲にあった。 
b)分析方法 
流木塩分の測定方法については、斎藤ら 2)による「蒸

発残留物測定」の方法に準じた。すなわち、木材（全乾

状態）をマッフル炉にて 600℃で灰化し、灰分に純水を

加えて水溶化した後にろ別し、可溶分のみを乾燥（蒸発

残留物、110℃2h）させ、得られた残さから塩分濃度を

算出した。 
 

図-2 サンプル採取箇所（左：浦幌十勝川河口左岸 右：十勝川河口右岸） 

図-3 試料採取説明 

写真-9 流木状態（樹皮あり） 

写真-10 流木状態（樹皮なし） 

試料採取部分 

試料採取状況 
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図-4 各採取箇所における流木の平均塩分濃度（表面・表面から 1/3・表面から 2/3・中心） 
 

表-2 文献調査・聴き取りによる河口流木の特性 
項 目 内 容 文献 

河口流木活用

の問題点 

・漂流中に海水が染み込み、塩分が高いこと。また、変色も見られ、海藻やゴミなどが付着し、腐敗して異

臭を放つことがあるため、緑化資材などに使用するには塩害等の心配があり、利用が限定的である 
3） 

.河口流木の

塩分特性 

・中洲等に留まっていた流木の場合は含水率が低く、水没しないまま漂流し水馴染みが悪い。そのことによ

り、海水の浸透性が低くなる 
4） 

脱塩方法 ・淡水による水中保管することや野積みにし降雨にさらすこと 
・緑化資材等再資源化に供される場合は、あらかじめ砂など異物の混入を抑えるように処理することも重要 

5） 
6） 

薪ストーブへ

の利用 

・ストーブの寿命を短くするため、使用者へ流木を燃料としないようにお願いしている 
―塩分が何％なら大丈夫というデータは無いが、塩分が高い木材を燃焼させることにより、錆が発生する場

合がある 
―表面が乾いていても、水分が残っている場合があり、不完全燃焼を起こし、タール等がつく 

製造・販売メ

ーカー聴き取

りによる 

 
c) 分析結果および考察 
各採取箇所における流木の平均塩分濃度を図-4に示し

た。 
分析から得られた結果を確認したところ、塩分濃度は、

河口流木のサンプルにおいて、樹皮からの深度 1/3 部分

と中心部分が 0.3％前後であり、より心材部に近い深度

においても 0.2～0.4％の範囲に収まっており、燃料用途

として利用可能な塩分濃度とされる 0.4％以下もしくは

同等の値を示した。 
よって、今回の分析結果からは、一時集積されている

河口流木は、緑化資材や堆肥用途・燃料用途としてその

まま使用出来る可能性が高いことが示唆された。 
対象区として設定した、河道内流木のうち、樹皮なし

サンプルの分析値が燃料用途として利用可能な塩分量と

される 0.4％以上の値を示していることに関し、現時点

では原因を特定できていない。今後データを収集し、詳

細にするべき課題と考える。 

(2)文献調査・聞き取り調査 
海域へ至った流木の活用事例を調べるため、代表的な

論文検索サイト（CiNii、J-STAGE、GoogleScholar）を中

心に 12 件の論文を収集した。また、流木消費の中で多

い家庭用ストーブの薪材利用に関して、薪ストーブ製

造・販売メーカーへ聞き取りを行った（表-2）。 

文献調査の結果、海域へ至った流木は、塩分濃度が高

いことの他、変色、海藻やゴミなどの付着、腐敗による

異臭の発生があることなどが活用の問題であるとされて

いた 3)。また、中洲等に留まっていた流木は水馴染みが

悪く、海水の浸透性が低くなることから、流木の堆積環

境によって塩分濃度に差が生じること 4) 、塩分の除去

（脱塩）方法として、淡水による水中保管や、野積みに

し降雨にさらす方法や 5)、緑化資材等再資源化に供する

場合は、あらかじめ砂など異物の混入を抑えるように処

理することも重要であるとされていた 6)。 
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表-3 十勝河口流木の活用の可能性 

 
 
薪ストーブ製造・販売メーカーへ聴き取りをおこなっ

た結果、製造・販売メーカーでは、流木の使用はストー

ブの寿命を短くするため、河口・河道内に関わらず、使

用者へは燃料使用しないようにお願いしているが、どの

メーカーにおいても、薪の調達が難しいという事から、

支障がなければ利用も可としていきたいとのことであっ

た。 
 

(3)流木活用の可能性 
H28 年に発生した河口流木においては、分析結果から

塩分濃度が低いことが把握され、ペレット燃料以外の資

源として利用できる可能性が高いことが示された（表-
3）。 
今回分析した河口流木が 1%以下の塩分濃度となった

要因としては、雨ざらし状態で集積されていたことが、

結果として脱塩処理状態になっていたと考えられる。 
よって、海域に達した流木であっても 1年程度降雨に

さらすことによって、樹皮あり・樹皮なしのいずれの流

木も活用可能な塩分濃度に低下する可能性が高いと考え

られた。雨ざらしの期間と脱塩状況の関係については、

今後、詳細に調査する余地があるが、1 年程度雨ざらし

した今回の分析結果については、今後の河口流木活用に

資する指針の一つとなると考えた。 
このほか、流木を薪として利用する場合、十分に乾燥

させてから燃焼させることで、十分に家庭用ストーブで

の燃焼に耐えうるものと考えられた。 
 

5. 今後の課題 

今回、アンケート結果からは、地域住民等が暖房燃料
としての活用を期待していることが示された。 

 
しかし、今回のように大量に河口流木が発生した場合、

単年の地域住民の利用では消費し切れないと考えらるた

め、地域において、木質バイオマス発電等の有効活用が

可能な施設や枠組み等が必要と考える。また、脱塩され

た後の流木について、薪利用等を含めた各用途での実証

実験もほとんど行われていないのが現状である。 
今後、毎年発生する流木に関し時間経過を追った調査

を進めるとともに、地域住民のニーズを踏まえた活用方

法や配布手段等、有効活用するための施設や枠組みの検

討が必要であると考える。さらに、流木の塩分性状等に

ついて適切に広報することでを活用も広がっていくもの

と考える。 
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利用可能な塩分量
（脱塩目標、燃料は塩素分）

緑化資材 低いもの 土砂混入も可 安いもの 均一な粉砕物 1（0.76）％以下 ◎

マルチング ― 土砂混入も可 安いもの - - ◎

敷料 ― 雑菌は不可 - 堆肥としての品質 - ◎

堆肥 低いもの - （安いもの） - 1％以下 ◎

海藻礁 ― - - 粒度 - ◎

暗渠疎水材 低いもの 樹皮混入注意 安いもの - - ◎

燃料 低いもの - 安いもの - 0.4％以下 ◎

ペレット燃料 低いもの 腐朽材は不可 - 安定供給 0.05％以下 ×

品質用途 他の要因コスト塩分
十勝河口流木
活用の可能性


