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石狩川流域における洪水氾濫原の変遷と水辺緩衝空間
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１．はじめに
近年、気候変動により広がる自然の猛威と地域の高
齢化やコミュニティの弱体化に伴う災害に対する脆弱
性の高まりにより、災害リスクの拡大が懸念されてい
る１）。自然災害のリスクに対しては、治水施設などの
⍹⁚Ꮉ

構造物だけでは限界があり、第一義的に考えるべき『人
命を守る』ことに対して防災の基本理念である「共助
力」
、
「自助力」向上の必要性が指摘されている。さら
に、地域の壊滅的被害を回避するには災害リスクの高
い箇所の土地利用を適正化する必要があり、氾濫原マ
ネジメントによる被害軽減対策の概念が徐々に浸透し
始めている。氾濫原管理について、人間の住空間と氾

図－１

濫区域のすみ分けに加え、その間に空間を設けること
で被害を軽減する緩衝空間の重要性も指摘されている

表－１

２）

。この緩衝空間は、単に災害の外力を受け止め住空

間への被害を軽減する機能のみならず、河川や海など
の自然環境への人間活動の影響を緩和する機能も有し
ている。水辺の緩衝空間を創出することで治水施設な
どの構造物の整備や国土開発により発展・拡大した人
間の住空間に替わって喪失した氾濫原環境の復元も期
待できる。

石狩川流域図

石狩川洪水の氾濫面積
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本研究では、日本有数の大河川であり近代目覚まし
い発展を遂げた石狩川流域における洪水氾濫原の土地

２．１

石狩川流域の治水対策

利用の変化と経済的発展について治水事業による効果

かつて石狩川流域は自然氾濫原として広大な湿地帯

の観点から評価した。また、水辺緩衝空間に着目して

であった。高い開拓ポテンシャルを持ったこの流域で

その治水効果の可能性について検証した。

は明治２年に札幌に開拓使が置かれたことから大規模
な治水事業が始まった。明治43年の石狩川第1期工事

２．石狩川流域の治水対策と土地利用の変遷

に始まった治水事業では、生振捷水路をはじめとする
捷水路工事、堤防工事、浚渫工事、夕張川や豊平川な

100年前には不毛の地と言われていた石狩川流域の
広大な土地は、明治以降大規模な洪水対策事業と農地

どの河川の切替、桂沢ダム、金山ダム等のダム事業な
どが行われた。

基盤整備事業の実施により大きな変貌を遂げた。図－

昭和44年には本川では最後の捷水路となる砂川捷水

１に石狩川流域図を示す。石狩川流域は道央地方に位

路が通水し、本支川の築堤も暫定的ながら連続したが、

置し、面積は北海道全体の17% を占め、人口190万人

昭和50年８月、さらには昭和56年８月に大洪水が発生

の札幌市、人口35万人の旭川市などの大都市を抱え、

した。表－１に石狩川流域の代表洪水における氾濫面

北海道の社会、経済、文化の基盤をなしている。

積を、内水氾濫、外水氾濫別に示す。昭和50年代の洪
水ではこれまでの治水事業の効果が発揮され、外水氾

50

寒地土木研究所月報

№705

2012年２月

濫面積は縮小されたが、代わりに内水氾濫により多大
な被害が発生した。この洪水を機に治水計画規模の大
幅な見直しがなされ、治水安全度の一層の向上を促す
とともに内水対策の必要性が認識され、昭和54年には
札幌市北部において総合治水事業に着手された。
総合治水事業は都市化の進展に伴う流域の保水・遊
水機能の低下に対し、都市計画や下水道事業の関係機
関と連携して、
総合的に治水対策を講じる施策である。
この総合治水事業は、これまでの洪水を河道内に押し
込めることの限界を理解し、将来的な土地利用を見越

図－３

した形で雨水処理の分担を下水道や流域対策に求めた

治水事業の波及効果プロセス

ほか、土地利用計画まで秩序をもたらした総合的な氾
濫原管理の始まりといえる。

氾濫原における適正な土地利用は危機管理として緊急
の課題である。

２．２

石狩川流域の土地利用の変遷

石狩川流域の治水事業の進捗と共に氾濫原の土地利

３．石狩川流域の治水事業の効果

用も大きく変貌した。図－２に石狩川下流氾濫原の土
地利用面積の推移を示す。氾濫原の半分近くを占めて

氾濫原は適正な土地利用を行うことで、自然災害に

いた水辺空間や森林はその姿を農地に変え、さらに札

対する被害軽減効果や環境生態系の保全回復効果が期

幌市や旭川市をはじめとする市街地が拡大した。現在

待できる一方、社会経済に大きな影響を及ぼす側面も

では石狩川の洪水氾濫原は北海道の社会、経済的中心

有している。また、治水事業の進展に伴い、未完成な

部として発展し、さらに都市部の周辺では日本で最大

がら治水整備水準が上がった昨今では、治水効果の発

の稲作地帯として流域の耕地面積全体の約70% が水

現にこれまで以上に多大な投資が必要であり、厳しい

田で占められている。この稲作地帯は単に規模が大き

国家財政に鑑みてもより一層の治水投資の効率化が求

いということだけではなく、全国のブランド米に匹敵

められている。氾濫原内で生活を営んでいる地先住民

する優良品種を生産する米どころとして日本の食料基

とのコンセンサスを得るためにも治水事業による土地

地の一画として重要な役割を担っている。

利用の高度化と社会経済の発展の関係について分析

流域が発展し、氾濫原内の資産の増大により、洪水
による氾濫規模が縮小しても経済的な被害額は増大す

し、氾濫原管理の評価方法および指標の開発が必要で
ある。

る傾向にある。加えて、居住人口の増加などにより総

ここでは、石狩川流域をモデル地区として明治の北

合的なリスクは高まっており、超過規模の災害に対し

海道開拓以降の治水事業について氾濫原管理という観
点からその効果を分析した既存の資料３）を元に氾濫原
管理の評価指標を選定した。図－３に治水事業の効果
とそれから波及する社会的な波及効果のプロセスを示
す。治水事業（河道整備・堤防整備・洪水調節施設整備）
の効果を「直接効果」と「間接効果」に分類し、かつ
これらからの「波及効果」として社会経済的な効果を
あげている。
３．１

評価計測モデルの概要

モデルの概念図を図－４に示す。治水事業による「直
接効果」、「間接効果」を治水安全度に置き換えて説明
変数とし、治水事業以外の要因（土地利用条件、地形、
交通条件、用水供給）も説明変数に加えた土地利用ポ
図－２

石狩川下流氾濫原の土地利用の変化
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テンシャルモデルにより、「波及効果」である人口、
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図－５

図－４

治水事業効果継続モデルの構造

石狩川流域経済効果比較図 (GDP)

与えているかを知る事ができる。目的変数をｙ、説明
変数を x1、x2、… xp とすると以下の関係式で示すこ

表－２

モデルパラメーター

↪䮤䮍䮺䭾䮪䮲䮩䮎䮲
⺑䫹䫹ᄌ䫹ᢙ
䎃↪᧦ઙ 䎃ㇺᏒ⸘↹㕙ⓍᲧ䎋ㇺᏒၞ䫺Ꮢⴝൻၞ䎌
䎃ᒻ
䎃ᦨᄢᢳⷺᐲ
䎃ᦨነ㚞䭍䬶䬽〒㔌
䎃ㅢ᧦ઙ
䎃ᧅᏻ㚞䭍䬶䬽〒㔌
䎃ᴦ᳓ోᐲ
䎃䬬䬽ઁ↪㕙ⓍᲧ
䎃↪᧦ઙ 䎃ᨋ╬㕙ⓍᲧ
䎃ㇺᏒ⸘↹㕙ⓍᲧ䎋Ꮢⴝൻၞ䎌
䎃ᴦ᳓ోᐲ
䎃↪᳓ଏ⛎䯴᳓↰䯵

とができる。
y = b1x1 + b2x2 + … + bpxp + b0
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ここで、b1、b2、…bp は偏回帰係数（パラメーター）
で、定数項 b0とともに最小二乗法で求めることがで
きる。
それぞれのモデルの目的変数と説明変数を表－２に
示す。説明変数の選定については、可能な限り前述し
た治水事業の波及効果項目を選定することとし、治水
事業以外の重要な要因を含めることとしている。
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３．２

石狩川治水事業効果の計測
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上記モデルを用いて、治水事業による経済効果につ
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いて評価した。評価は治水事業着手前後の GDP を算

䎃ၞౝ✚↢↥
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出し３）比較することで行うこととした。治水事業着手
前は明治43年ごろとし、治水安全度については当時の
洪水記録から推定し一律概ね５分の１程度に設定して
いる。事業着手後は平成15年とし、治水安全度につい

農地面積、産業別従業者数などの立地量を算出する。

ては氾濫解析結果４）よりメッシュ毎に設定している。

さらに、経済効果計測モデルは、土地利用ポテンシャ

図－５に治水事業による経済効果比較として、自治

ルモデルから算出された立地量を元に産業別生産額を

体ごとの治水事業着手前後の総生産額（GDP）の差を

算出し、これらから GDP を算出するものである。

示した。流域内の札幌市や旭川市をはじめとする都市

分析手法としては重回帰モデルを採用している。以
下に重回帰モデルの概要を示す。

型の自治体では概ね経済効果の発現が大きいが、札幌
市周辺道央圏の自治体では経済効果の発現が小さい傾

重回帰分析とは、一つの結果を表わす変数
（目的変

向が見られた。これらの自治体では、総合治水事業や

数）を、複数の要因を表わす変数
（説明変数）で予測す

遊水地事業が進められており、氾濫原の特徴に応じた

るもので、どの説明変数がどの程度目的変数に影響を

治水対策を実施していることは今後の氾濫原管理を考
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図－６

石狩川流域経済効果比較図 ( 農業生産額 )
図－７
表－３

水辺緩衝空間とリスク増大のイメージ図

氾濫原管理に関する指標
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える上で重要な示唆を与えるものである。
また、図－６に治水事業による農業生産額の差を示
した。農地型の自治体（特に長沼町、美唄市など）では
GDP の増加は顕著ではないが、農業生産額の増加が
高いことが判った。本川及び主要支川の中下流沿川の
自治体は水田が主要農地であり治水事業の効果が有効

図－８

一級河川流域の氾濫空間と水辺緩衝空間の面
積率

に現れ農業生産額の向上が見られたが、同じ農業型で
も畑作中心の地域や上流の自治体では効果が小さいこ

基盤となっていたが、現在では治水事業の進展により

とが判った。

人間の生活空間として生まれ変わり有効利用されてい

以上より、表－３にまとめた項目を指標とすること

る。しかし一方で河川周辺地域の土地利用の高度化に

により氾濫原管理を経済発展の観点から評価すること

伴って洪水氾濫によるリスクが高くなる危険性が懸念

が可能であることが示唆された。今後は都市型と農地

される（図－７イメージ図）。氾濫原管理を考える上で、

型など、氾濫原を土地利用によって分類し、より地域

洪水被害軽減にも効果的であり環境保全上の有効な水

の特徴にあった評価を行う必要があると考えられる。

辺の緩衝空間（以下 ｢ 水辺緩衝空間 ｣）の意義を再確認
し、この水辺緩衝空間に着目して流域を見直す必要が

４．氾濫原における水辺緩衝空間による治水効果検証

指摘されている５）。
全国の一級河川の安全度と環境保全の可能性を評価

前述した通り、石狩川流域では治水事業により大き

する資料として氾濫空間と水辺緩衝空間の面積率を

な経済発展を遂げ、同時にその姿を大きく変えてきた。

図－８に示す。ここで水辺緩衝空間の面積値は河川管

かつては流域に広く存在した水辺空間は洪水氾濫の外

理統計による堤防敷（２号地）および高水敷（３号地）の

力を受け止める緩衝空間であり、水辺の生態系を育む

合計値とした。北海道の河川は全国でも比較的氾濫面
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遊水地が完成した。この遊水地は捷水路工事により切
り離された蛇行部を洪水調節に利用するための施設で
ある。また、石狩川（下流）河川整備計画の中では石狩
川沿いと千歳川流域における遊水地建設が位置づけら
れ、事業が進められている７）。
遊水地の建設は水辺緩衝空間の創出であり、活用方
法によって洪水被害軽減効果の他に様々な機能が期待
できる。
・耕作地やグラウンドなど人間の活動の場
・砂川遊水地のように水辺空間としての活用の場
・釧路湿原のような生態系保全のための場
など、氾濫原の特徴、地域住民のニーズなどにより
その機能は多岐にわたる。
図－９

有珠山における緩衝空間の変遷

遊水地を事例として、河川近傍の水辺緩衝空間を回
復し活用することによる治水効果を試算した結果を図

積に対して水辺緩衝空間が多い部類に属しており、特

－10に示す。石狩川流域の治水対策を総合的に評価し、

に釧路川は突出していることが判る。釧路川は日本で

遊水地の治水機能が最大限発現する条件において、水

最大の湿原である釧路湿原を自然氾濫原として有し、

辺緩衝空間（遊水地）の面積の増加に伴う氾濫面積の変

湿原の遊水機能により下流の釧路市の洪水被害を軽減

化を示している。今回は1/50、1/100、1/150の３ケー

している。釧路湿原は特有の動植物の生態系を育む貴

スの雨量規模洪水で検討した。この結果、水辺緩衝空

重な環境であり、日本で初のラムサール登録湿地であ

間の増加面積Δ B に対し、概ね6.5 ～８倍の氾濫面積

るが、近年土砂流入の影響などにより湿原面積が減少

の減少効果があることが示唆された。今回の試算では

６）

し、保全と再生の取組が盛んに行われている 。この

水辺緩衝空間の面積を10 ～ 20km2まで拡大させると、

ように釧路湿原は洪水被害軽減効果と水辺生態系の保

氾濫面積は石狩川流域全体で65 ～ 160km2減少するこ

全機能を併せ持つ水辺緩衝空間の代表であるといえる。

ととなった。氾濫原のうち洪水による氾濫頻度の高い

治水に限らず自然災害に対する被害軽減対策として

ところや、浸水深の深いところを遊水地として限定さ

緩衝空間は重要な役割を担っている。観光地である洞

れた土地利用とすることにより、より安全な区域が遊

爺湖温泉は有珠山の噴火口直下に位置している。有珠

水地の6.5 ～８倍程度の大きさで生まれる可能性があ

山は20 ～ 30年毎に定期的に噴火を繰り返しており、

るということは、治水機能以外の効果に鑑みても流域

2000年の噴火は記憶に新しい。この温泉街では当初火

の保全と発展のために水辺緩衝空間は有効であるとい

山噴火に対する緩衝空間が無く、度々泥流などによる

える。

被害を受けてきたが、1977年の噴火後には泥流の流路
工が整備され、2000年の噴火後ではさらに砂防ダムな
どの施設を設置し、緩衝空間を設ける被害軽減対策を
講じている
（図－９）
。
また、東日本大震災では防災施設のみで災害に対応
する困難さが明らかとなり、街の復興に際し住空間と
緩衝空間との土地利用の適正化の議論が盛んに行われ
ている。これらの教訓を踏まえ、大規模災害に対する
適正な緩衝空間の設定は最も重要な課題の一つである
といえる。
４．１

水辺緩衝空間による治水効果の検証

図－10

水辺緩衝空間の増加と氾濫面積の変化

現在、石狩川流域では治水対策として氾濫原に大規
模な遊水地の建設が進められている。1995年には砂川
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濫面積の減少を図ることができる可能性が示唆され

５．まとめ

た。このことにより、氾濫原における水辺緩衝空間の
今回、石狩川流域をモデルとして治水事業と土地利

有効性を再確認できた。

用の変遷について概観し、氾濫原管理の評価手法とし
て治水事業による流域の経済的発展効果について分析
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