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 十勝川中流部の河川空間は、豊かな自然に恵まれ、河川公園として利用も盛んであり、人々

の憩いの場となっている。また、河川環境に対する関心も高く、川での活動も盛んであること

から、地域住民や市民団体、関係機関等と連携しながら川づくりを進めている。今般、十勝川

の良好な河川環境を次世代に繋げるために、地域の学生とともに川づくりを進めているので、

その実施状況や今後の地域連携の在り方について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、十勝川中流部は、地域づくり

を通じて、地域住民や NPO、関連自治体等と連携・協

働しながらより良い川づくりを進めている。 

本報では、平成 25 年度の続報 1)として「十勝川中流

部市民協働会議」の地元教育機関と連携した取り組み、

札内川における地域の活性化や文化の継承等を目的とし

て平成 24 年に設立された「札内川懇談会」の取り組み、

さらに平成 11 年から継続的に実施している「治水の杜

づくり」の取り組みについて報告する。また、これらを

もとに水辺空間を活用した地域づくりを進めるため、今

後の地域連携の在り方について報告するものである。 

 

2. 十勝川中流部における川づくり 

十勝川流域は、流域の形状が扇状で流域内の支川が集

中して合流する特徴を有する。そのなかで、特に十勝川

中流部は、急勾配で流下する音更川や札内川が相次いで

合流し洪水氾濫により甚大な被害が生じるおそれのある

区域である。一方、自然環境は、ケショウヤナギを中心

とした河畔林や特有の生物の生息環境となる礫河原、ハ

クチョウ・カモ等の渡り鳥の中継地など多様な河川環

境・景観を呈している。また、その河川空間は、カヌー、

野鳥観察会、釣り、散策、サイクリング、スポーツなど

地域住民が親しむ場として利用が盛んである。 

このように治水安全度向上を図るとともに良好な河川

環境・景観等を守るため、これまで、緑の回廊・桜づつ

み事業、水辺の楽校プロジェクト、ユニバーサルデザイ

ンの川づくり、十勝エコロジーパーク構想など人と川の

ふれあいに配慮した河川整備を、地域と連携しながら行

ってきた。 

 

(1) 地域と連携した川づくりの経緯と実施状況 

a) 合意形成の方法 

平成17～22年まで実施した相生中島河道掘削や平成22

年から現在も整備を行っている十勝川中流部河道掘削に

ついては、川づくりの計画段階から工事に至るまで地域

と連携しながら河川整備を実施している。河川整備を進

めるにあたり、地域住民と合意形成を図るため、ワーク

ショップを開催し、現地見学会や治水・環境・利用に配

慮した川づくりの整備に関する意見交換会を実施してい

る。また、地域住民等が一目で理解できるように主な論

点や整備方法等を記した川づくり（案）を作成し事業を

進めている（図-1）。 

b) 市民団体等の河川整備への参画 

 その後、地域住民自らが「十勝川中流部市民協働会

議」を設立し、ワークショップで取りまとめられた川づ

くり（案）に沿って河川整備が進められているかをチェ

ックするなど、地域と連携したPDCA型の河川管理を取

り入れている（図-2）。2) さらに、十勝川中流部市民協

働会議は、地元教育機関に対して実践的な環境教育を進

め、次世代に引き継ぐための人材育成にも努めている。 

また、地域の各種市民団体や自治体を中心に構成されて
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図-1 地域住民と作成した川づくり（案） 

 
図-2 PDCA型河川管理イメージ 

 

いる「札内川懇談会」においても札内川の川づくりを考

える場として豊かな自然環境を生した水辺利活用に関す

る提案を行うなど、河川整備へ参画している。 

 

c) 治水の杜づくり 

治水の杜づくりは、堤防の民地側で植樹を行い河畔林

を形成するものである。その河畔林は、洪水氾濫時の氾

濫流の速度を軽減し、氾濫被害を抑制するほか、緑のネ

ットワークを形成し、野生生物の生息環境の形成や河畔

林の連続性確保による河川環境の保全にも寄与するもの

である（図-3）。治水の杜づくりは、環境教育の場とし

て平成 11 年から帯広市等の関係自治体や沿川の小学校

と一緒に種取り・苗づくり・植樹を行っている。 

 

3. 教育機関と連携した川づくり 

十勝川中流部川づくり（案）では、洪水時に阻害とな

る河畔林の伐採や高水敷掘削を実施した後の再樹林化を

防止するため、草地や湿地環境を作り出すとともに、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。  

実施に当たっては、平成25年から、十勝川に対する関

心の高まりと、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

的に教育機関（帯広農業高校、帯広工業高校、帯広畜産

大学）と十勝川中流部市民協働会議と河川管理者が連携

 
図-3 帯広市の緑のネットワーク構想 

 

して川づくりを進めている。平成26年は、十勝大橋左岸

上流部と相生中島右岸上流、途別川十勝川合流点上下流

部において、帯広農業高校と帯広工業高校と一緒に川づ

くりを行っている（図-4）。 

 

(1) 十勝川中流部市民協働会議と高校生の取り組み 

(途別川十勝川合流点上下流部の草地形成) 

帯広工業高校は、途別川十勝川合流点上下流部の掘削 

 

 

 

図-4 各教育機関の担当別配置図 

 

 

写真-1 草地形成箇所 

掘削部凡例 
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跡地を対象に草地や湿地環境の形成を目的に、観光資源

の把握、現地調査、草地デザイン・利活用プラン、現地

作業を行った（写真-1）。 

a) 観光資源の把握 

途別川合流点上下流部周辺は、十勝川温泉市街地や十

勝が丘展望台、十勝エコロジーパークや千代田堰堤、魚

道観察室を含む千代田分流堰や河川敷緑地公園、十勝川

ネイチャーセンターが営むカヌー・自然観察ツアー、自

転車周遊コースなどの賑わいある観光資源が多々ある。

このため、当該箇所の草地形成には、周辺観光資源との

つながりを持たせることで、より利活用方法が広がると

考え、学生とともに様々な観光資源の視察や体験学習を

実施した（写真-2）。 

b) 現地調査 

草地形成箇所の草地デザイン・利活用プラン案を作成

するために現地調査を行った。環境土木科2年生と3年生

でそれぞれ5班ずつに分かれ、途別川合流点の上流を3年

生、下流部を2年生が担当した。実施にあたっては、周

辺の自然環境の位置、周辺の地形変化、シンボル的な環

境・地物、地盤状況などを確認した（写真-3）。河川の

低水路内ではバイカモ・ウチダザリガニが確認され、上

空ではハクチョウ・タンチョウ・オオジロワシの飛来を

確認した。調査にあたっては、班ごとに十勝川中流部市

民協働会議のファシリテーターが付き、助言をもらいな

がら１人１人が草地デザイン・利活用プラン案を作成し

た。 

c) 草地デザイン・利活用プランの作成  

現地調査後、各個人で作成したものを話し合いながら

班ごとに草地デザイン・利活用プランを作成した。なお、

利活用プランを作成するための基本条件としては、①外

来種の侵入を抑え、在来草原類の草地環境とする。②治

水上、水の流れを阻害する可能性のあるものは設置しな

い。③パークゴルフ場等の施設は設置しない。これらを

踏まえ、班として図-5  を作成した。班では様々な意見が

出され、カヌー乗り場やキャンプ場、サイクリングロー 

 

 

写真-2 観光スポット調査状況 

 

写真-3 現地調査状況 

 

 

図-5 草地デザイン・利活用プラン下図（上:3年、下:2年） 

 

ド、タンチョウ営巣用湿地の形成などの案が出された。 

また、河畔林が形成されている箇所については、自然

観察エリアとして観光客が入り自然を感じることが出来

るように遊歩道を作ろうという意見も出された。 

最後に班ごとに発表を行い、その後ファシリテーターが

各班の草地デザイン・利活用プラン図面の繋がりを調整

した。高校生が考えた草地デザイン・利活用プランの図

面は河川管理者と市民協働会議、自治体等と協議をして、

今後の事業に使われることになる。 

d) 現地作業 

上記図面をもとに播種を行う際、在来種のオオヨモギ

やヤマハギなどの種子を用いた。播種を終えて、学生の

感想は「自分たちが手掛けた場所で一般の人たちが楽し

んでもらえるようになればうれしいし、誇りになる」と

話していた（写真-4）。また、上記図面をもとにタンチ

ョウの給餌場を設置し、その後、タンチョウの群れの飛

来も確認した。 

e) 今後の取り組み 

学生が考えた草地デザイン・利活用プランは、周辺の

河川敷緑地公園や観光資源とつながりを考慮して、当該

地域の自治体と調整を図り実施することが望ましいと考

えている。このため、次年度以降は、周辺自治体と利活      
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写真-4 播種状況 

 

用プランの調整を図り、また必要に応じてフィードバッ

クするなど、意見のすり合わせを行いながら実現可能な

ものとしていきたいと考えている。 

 

(2) 十勝川中流部市民協働会議と高校生の取り組み 

(十勝大橋左岸上下流部の草地形成) 

この地区は、平成25年に草地デザインを作成している

ので、これをもとに河川管理者と十勝川中流部市民協働

会議で幼木移植や河畔林伐採、基盤整正を行った。その

後、帯広農業高校でその跡地において、現地測量・作業

を行った。 

a) 幼木移植・樹木伐採・基盤整正 

河川管理者・十勝川中流部市民協働会議で樹木伐採前

に貴重な広葉樹の幼木移植を実施した。樹木伐採や基盤

整正については、高校生が考えた図面を確認しながら河

川管理者で実施した。しかし、基盤整正から播種まで種

子の採取等で時間を要したため、整正後の基盤に外来種

が繁茂し始めた。このため、外来種草本の除去作業など

は、十勝川中流部市民協働会議や河川協力団体が率先し

て行った。 

b) 現地測量 

平成25年の草地デザインを基に、測量実習も兼ねて測

量機材や杭を用いて、草地デザインを現地に落とす作業

を実施した。また、杭への測線表示やハンディーGPSの

操作方法など将来現場で使用する技術についても学習し

た（写真-5）。 

c) 現地作業 

現地測量杭を基に、十勝川中流部市民協働会議・学

生・河川管理者が協力して人力で播種を行った。種子は

オオヨモギやオギなどを使用し、養分・保水確保と飛散

防止のためにピートモスと混合し播種を行った。また、

草地デザインをもとにあらかじめ降雨後に水たまりを把

握している箇所において湿地を好むツルヨシの根茎移植

も実施した（写真-6）。 

d) 今後の取り組み 

次年度以降も引き続き、草地デザインを基に帯広農業 

 

 

写真-5 測量実習状況 

 

  

写真-6 ツルヨシ根茎移植状況 

 

高校・十勝川中流部市民協働会議・河川管理者が連携し、

幼木移植、河畔林伐採・除根、基盤整正、現地測量、播

種を繰り返しながら進める予定である。 

 

(3) 十勝川中流部市民協働会議と高校生の取り組み 

(相生中島右岸上流部の湿地形成) 

帯広農業高校は、平成25年から相生中島右岸上流部の

掘削跡地を対象に湿地環境の形成に関する検討を行って

いる。平成26年度に河川管理者による掘削が完了し、湿

地形成の基盤となる地形を確保した。その後、十勝川中

流部市民協働会議と河川管理者で協議し、多様な動植

物・生物を確保するために湿地個所へ起伏を形成した。

起伏の形成については河川協力団体の協力により、治水

上影響を及ぼさない範囲において起伏を形成し、変化に

富んだ地形を確保した。 

a) 現地調査 

平成 26 年は、生物多様性の変化を確認するために魚

類調査を行った。調査場所は①魚礁設置区、②水際植生

区、③水深 30cm 以下、④水深 50cm以下（水際部、水際

部以外）の 5 箇所で魚類調査をした（図-6）。調査内容

は、物理環境調査として気温・水温・水深・天候・河床

材料の確認と魚類調査として仕切り網とタモ網により、 
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図-6 調査箇所 

 

 

写真-7 魚類調査状況 

 

魚を採捕し魚種・個体数を把握した（写真-7）。 

b) 意見交換会 

現地調査結果や次年度の調査内容についての意見交換

会を実施した。学生からは、湿地の新しさと魚類相の関

係性や水深の違いによる魚類相の関係性に関する質問が

多々あり、次年度の研究計画に生かしていく考えである。

なお、なお、当該湿地箇所の魚類の全量は、湿地面積法

により7魚種20,000個体と推定された。 

c) 今後の取り組み 

次年度以降も魚類調査等によるモニタリングを実施し、

湿地環境における生物相の変化を確認する予定である。 

 

(4) 札内川懇談会と高校生の取り組み 

 札内川懇談会は、市民団体や自治体を中心とした会で

あり、札内川をフィールドとし、札内川について語り、

「札内川」や「札内川らしさ」を活かし、地域の活性化、

河川文化の継承等につなげることを目的に平成24 年2 月

に河川管理者により設置された。その活動は、自然環境

WGと水辺利活用地域活性WGに分かれ、既往イベント等の

参加により水辺の楽しみ方を知るほか、水質調査・水生

昆虫調査より札内川の環境を勉強することにより河川環

境を把握している。平成26年は、札内川の水辺の楽しみ

方をより具体にするため、帯広工業高校1年生と座学や

現地見学会を行いながら、札内川水辺利活用プランの検 

  
写真-8 討議状況 

 

討を実施した。 

a) 座学・現地見学会 

水辺利活用プランの検討に先立ち、札内川の環境概況

や既往の活動状況について講義を行った。また、河川管

理者からは札内川での川づくりへの取り組みや札内川ダ

ムの治水・利水・利活用について講義を行った。 

現地見学会では札内川で水質調査を実施したり、札内

川ダムの見学を行い、札内川の状況について知ることか

ら始めた。 

b) 利活用プランの検討・発表 

川に関連するNPO団体や任意団体がファシリテーター

役となり各班の札内川をフィールドとしたツアープラン

の検討・計画を行った（写真-8）。最後に、各班発表を

行い、札内川懇談会へ提出した。 

c) 今後の取り組み 

札内川懇談会は、発足から平成25年3月にかけて中間

とりまとめを行っている 。今回の帯広工業高校の利活

用プランも追加し、今後、各関係機関と連携を図りなが

ら実現に向けて調整する予定である。 

 

(5) 帯広河川事務所と小学生の取り組み 

帯広河川事務所では治水の杜づくりとして春・秋のタ

ネ採り会と植樹会を行っている。開催にあたっては、講

師として北海道科学大学の岡村教授を招き、平成 26 年

は、音更町木野東小学校の 4年生 120人の生徒とともに

実施した。 

a) 春・秋のタネ採り会の開催 

春のタネ採り会では、自然の恵みを自ら感じとるため、

ヤマグワなど木の実を食べながら採取した。また、秋の

タネ採り会では、平成 11～14 年にかけて、治水の杜づ

くりで植樹した樹木が実をつけ始めていたため、その樹

木からタネを採取した（写真-9）。 

b) 植樹会の開催 

植樹会は、岡村教授指導のもと「生物学的混播混種法」

により、前年度に小学生がタネを採り育てた苗木を用い

植樹会を行った。植樹後は、植えた木の種類が分かるよ

うに、「植樹きろく帳」に木の名前と高さを記録した。 

②水際植生区 ①魚礁設置区 ③水深30cm以下 

④水深50cm以下 



Shizuka Chino, Hirouki Masuda, Jun Amou 

 
写真-9 種採取状況 

 

c) 今後の取り組み 

これまで、十勝川、音更川の堤防の裏法面に約40,000

本の植樹を実施し、治水機能が発揮できる樹木へと成長

してきている。今後は、札内川でも同様な取り組みを実

施する予定である。 

また、治水の杜づくりを整備した箇所については、治

水機能を確保しつつ、景観に配慮するなど、小学生とと

もに間引き、枝払いなどの維持管理を行う予定である。 

 

4. 十勝川における今後の地域連携の在り方  

これまで報告したとおり、十勝中流部においては、河

川整備に地域の意見を反映するために、地域住民やNPO、

関係自治体等が同じ壇上で話し合い連携・協働しながら

地域と連携した川づくりを進めている。このことから地

域連携でもっとも重要なことは、地域コミュニケーショ

ンの場の創出とそれにかかるガバナンスの形成であると

考えている。 
十勝川中流部市民協働会議及び札内川懇談会は、地域

住民や各NPO団体や任意団体、有識者、教育機関等が多

数在籍し、各々が主体的に関与し、意思決定や合意形成

を図っている。今後も積極的な活動者との連携を深め、

地域コミュニケーションの場をさらに成熟していくこと

が望ましいと考えている。 
また、近年は、水辺とまちのソーシャルデザインとし

て、水辺とまちの未来のかたちをデザインし、｢つくる｣

だけでなく｢育てる｣ことを視野に入れた持続可能な未来

の創造に貢献するため、水辺とまちの未来創造プロジェ

クトが各地域で推進されている。十勝地域においても地

域連携の強化を図るため、まずは流域単位で各行政が連

携し、地域コミュニケーションの場や情報共有の場の創

出が必要と考えている（図-7）。今後はそのような場を

創出することにより新たな水辺空間を創出・観光資源の

発掘、川づくりに関わる人材の育成につながり、持続的

に地域と連携した川づくりを進めていくことが可能であ

ると考えている。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図-7 十勝流域における地域連携の構図（案） 
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