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尻別川河口閉塞対応について
―河口に堆積する玉石による閉塞現象への対応（続報）―
小樽開発建設部 倶知安開発事務所
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西村 弘之
岩本 卓也

日本海に注ぐ尻別川は，冬期の波浪と沿岸漂砂等により，右岸に砂州が発達し河口閉塞が懸
念されたことから導流堤を設置し河道断面確保を図った．近年は，左岸に砂州が発達し堆積と
洪水によるフラッシュを繰り返していたが，堆積物に玉石が発現し河口閉塞の要因となり得る
新たな状況が生じた．本発表は，第１報の玉石発現現象把握のための調査及び検討の続報とし
て，その後の対応及びモニタリング状況を報告する．
キーワード：防災，自然災害，維持・管理，自然環境

1. はじめに
尻別川は，その源を千歳川流域
（支笏湖）との分水界をなすフレ
岳（標高1,046m）西方に発し，羊
蹄山（標高1,893m）の東側から北
図-1 位置図
西に流れを転じ倶知安町を経由し
山麓を迂回しながらニセコ町の狭窄部を流下し，蘭越町
の田園地帯を流れ，蘭越町港町において日本海に注ぐ，
幹川流路延長126km，流域面積1,640㎢の一級河川である
（図-1）．
写真-2 現在の尻別川河口部（R1.9 撮影）
尻別川河口は，冬期に北西の季節風による波浪と沿岸
漂砂により，右岸において河口砂州の発達が見られ，過
2. これまでの経緯について
去に河口閉塞直前の状況に至った（写真-1）．
このため，平成11年と19年に導流堤を建設し，現在に
尻別川河口は，河口砂州の発達を繰り返しており，過
至っている（写真-2）．
去に河口閉塞直前の状況に至った（写真-1）．このこと
本報告は，これまでの河口部改修経緯から，砂州堆積
により，以下の課題が生じていた1)．
の影響と課題，今後の方向性について述べるものである．
① 砂州の発達による，河口水位のせき上げ
② せき上げ現象による，河川管理施設への被害
③ 河川幅，水深不足と河口開口位置の不安定による
航路障害

河口砂州が発達（右岸）

これらの状況を踏まえ，大学の研究者らと，行政担当
者とで平成12年度から「尻別川河川懇談会」が設置され，
河川域，河口沿岸域，海域の現地調査や検討が行われた．
その結論を以下に示す2) 3)．

尻別川
河口砂州の発生状況（平成11年以前）

① 尻別川の河口砂州は1年を周期として毎年同様な
消長を繰り返しており，これは外力の周期性を反
映したものである．

写真-1 導流堤建設前の河口部 1)
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図-3 導流堤建設後の砂州形成メカニズム
図-2 導流堤建設前の砂州形成メカニズム
② 河口砂州が発達した時期における河口内水位変動
は，波高の変動と連動していることが明らかにな
った．河口内水位の上昇は波高の増加と高い相関
を有し，この河口水位上昇は波によって生み出さ
れたもの，すなわちwave set-up（波浪効果による
潮位上昇）であると結論できる．
以上のメカニズムを図-2に示す．
これらの結果を踏まえ，右岸導流堤L=167.0m（平成11
年に87.0m設置，平成19年にL=80.0m延伸）を設置した．
導流堤設置直後の状況は以下の通りである3)4)．

写真-3

導流堤延伸後の砂州の移動状況

1)

① 尻別川河口導流堤建設により，河口開口位置が右
岸に安定した．
② 導流堤建設後のwave set-upの高さは，導流堤の建
設後に低減した．これは，河口水深の増加による
と考えられる．
③ このように，同河口での導流堤建設は河口維持及
びwave set-upによる水位上昇量低減の二点におい
て効果的であった．
写真-4 河口左岸に堆積する玉石（H25.6 撮影）

3． 玉石堆積の要因について
（１）気象的な要因
導流堤完成後の砂州はおおむね安定的に推移しており，
当初期待された通りに右岸の砂州形成が抑制されている
ことにともなって，安定的な河口維持に寄与し，河口部
の流下能力が確保されていると言える．
一方で，図-3のように導流堤の建設によって，砂州の
形成メカニズムが変化し，写真-3のように，河口閉塞に
は至ってはいないものの，導流堤建設後は河口部から上
流1.0kmに位置する国道229号の磯谷橋左岸寄りに砂州の
写真-5 砂州の発達状況（平成 28 年 10 月撮影）
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発達・変化が見られるが，融雪期や出水期には，河川流
量の状況によって砂州のフラッシュ現象が見られる状況
となっている．
このような状況が繰り返される中，写真-4のように，
平成25年冬には磯谷橋下流の砂州上に粒径100mm強の玉
石が1mを超える厚さで堆積現象が発生した．

これら玉石が砂州のフラッシュに支障が出ることが考
えられたため，平成27～平成28年に除去工事を実施して
いる．それ以降においては，写真-5のように平成28年は
出水がなかったこともあって左岸磯谷橋付近に砂州が拡
大したが，玉石は確認されていない．
翌平成29年についても融雪期，出水期ともに目立った
出水は発生しておらず，写真-6のように，砂州が下流に
さらに拡大している様子が確認できる．
しかし，翌平成30年7月には1,000m3/sクラス（名駒地
点で960m3/s）の比較的大きな出水が発生し，写真-7のよ
うに砂州がほぼ一掃された．
翌令和元年の出水期においては，大きな出水が発生
しておらず，写真-8のように再び磯谷橋左岸部付近に堆
積する現象が繰り返されているが玉石は確認されていな
い．
坂井ら1)は，玉石の存在確認調査と，移動の大きな要
因と考えられる風向風速の観測データ（寿都観測所）の
解析を実施しており，その結果が以下の通りである．
① 玉石の分布は沖合には確認できず，河口部の限ら
れた範囲に存在している．
② 河口部に堆積した玉石と同じ粒径（100mm程度）
のものは，河口から19km上流付近で確認された
が，その地点より下流は河床勾配が1,/5,000程度と
緩く，掃流力の観点からも河口まで流下するとは
考えにくい．
③ 現地踏査の結果，尻別川河口部と同程度の玉石は
約2km北にある精進川の河口部及び約6km北の海
岸線，南側は約1km南の海岸線で確認された．
④ ①～③の結果から，波浪による移動が考えられ，
近傍の寿都観測所で風向風速を調べた結果，冬期
間については北西または北北西の風向が顕著であ
る．また，例年よりも強い風速（11m/s）が記録
され，この強風による波浪の発達が玉石の発現要
因として推定された．

写真-6 砂州の発達状況（平成 29 年 7 月撮影）

写真-7 砂州フラッシュ状況（平成 30 年 8 月撮影）

写真-8 現在の河口部砂州の状況（R1.9 撮影）

坂井らの考察を踏まえ，風向風速と水位変動の関係
性を現地で確認するため，平成27年度から11月から2月
の期間に河口（右岸KP0.2地点）に自記水位計を設置し，
10分間隔の連続観測を行っている．また，風向風速計に
ついては，平成26年度から近傍の磯谷橋左岸付近に，現
地で通年観測を実施している．
その結果が，図-5である．
ここでは，直近の平成30年6月と平成31年2月について
示すとともに，同時期における自記水位計の観測結果を
示した．尻別川においては，坂井らが指摘しているよう
に，夏は南南東の風が吹き寄せ，冬期間は逆に北西また
は北北西の風が強い．
夏期の強風時の風速と自記水位計との動きは，潮汐の
影響を受けつつ水位がほぼ一定の動きをしていることに
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図-7 二次元河床変動計算結果縦断図

図-5 河口水位と風向風速の比較分布

なお，計算にあたっては，河床材料についてはCaseご
とに単一粒径として条件を与えている．
Case-1：粒径160mm（採取した玉石の代表粒径60%）
Case-2：粒径16mm
Case-3：粒径8mm
Case-4：粒径4mm
Case-5：粒径2mm
Case-6：粒径0.81mm
単位：m/s
この結果をCase別に図-7に縦断図として示した．
まず，Case-1の粒径160mmで予測計算を行った結果，
対し，冬期の強風時には，風速と自記水位計の水位とが
現況河道に整備計画流量2,000m3/sを与えた場合でもフラ
潮汐の動向より風向と風速に強く影響されていることが
ッシュされず，水位は河口より上流のKP1.5の区間で計
この図からわかる．これは，河口の方角が冬期の風向と
画高水位を超過する結果となった．
ほぼ一致しているため，風速の強さによって海水が吹き
次にCase-1より小さな粒径であるCase-2の16mmで計算
寄せられているものと考えられる．
してみる．その結果，Case-1より流下能力が確保されて
河口部の流向流速分布を観測するため，北西または北
いるものの，若干数cm程度であるが，KP0.2から0.4付近
北西の強風が著しい2月にSTIV法を使い，海浜域での流
において計画高水位を超過する結果となった．
向流速観測を平成27年度から実施している．その結果が，
これはCase-2の粒径においても出水のフラッシュ効果
図-6である．ここでは平成31年2月の状態を図に示した．
が出ているとは言いきれず，水位低下に与える影響は比
海浜流が河川流に優越して上流に向かって遡上していく
較的小さいことがわかる．
様子が確認できる．この北西または北北西からの強風の
以降，それぞれCase-3～Case-6の計算結果については，
吹き寄せに伴って潮位が上昇するとともに流速も増大し，
Case1及びCase2より小さな粒径で計算した結果，いずれ
上流への土砂移動が顕著になり，玉石が打ち上げられた
もフラッシュされ，計画高水位に収まることが確認でき
ものと考えられる．
た．また，粒径が小さくなるにしたがい，掃流力が増大
することにともなって計画高水位からの低下幅が大きく
（２）粒径別のシミュレーション計算による検証
なり，流下能力が十分に確保されていることが確認でき
る．
前項の実現象を踏まえ，玉石が堆積している状況を前
実現象においても，導流堤完成以降，たびたび出水が
提とした場合において，河床材料の粒径別でのシミュレ
発生し，土砂の堆積とフラッシュを繰り返しながら現在
ーション計算を行い，玉石除去の効果の検証を行った．
に至っており，予測計算結果は現状にほぼ適合している
砂州を形成する粒径0.81mmの細砂から砂礫～礫～玉
といえる．
石を対象とした過去に実施した河床材料調査の結果（粒
径）を用い，以下の5つケースで平面二次元河床変動計
3. 近年の砂州形状の変遷について
算モデルによるシミュレーション計算を行い，整備計画
流量流下時におけるフラッシュ状況及び河道水位の状況
河口部においては，導流堤延伸後の平成19年から年1
を確認した．
回，融雪出水後に深浅測量を実施している．この結果を
図-6 表面流速の平面分布（平成 31 年 2 月）
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図-8 河口部地形変化コンター図（H23～H24）

図-9 河口部地形変化コンター図（H25～H26）

凡例
凡例

図-11 河口部地形変化コンター図（H27～H28）
図-10 河口部地形変化コンター図（H26～H27）

凡例
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図-13 河口部地形変化コンター図（H29～H30）

図-12 河口部地形変化コンター図（H28～H29）
基に，各年における土砂堆積の変遷を明らかにするため，
KP0.0付近から磯谷橋直下流の河道を対象に，コンター
図を作成している．ここでは，平成19年の導流堤延伸後
に比較的大きな出水が発生した平成23年以降の結果を算
出し，図-8から図-13で示した。
なお，河積容量の差分は各コンター図中の赤枠で囲
われた区域を対象に算出した．
図-8において，平成23年9月及び平成24年5月に
1,000m3/sクラスの大きな出水が2回も発生したことによ
り，右岸側において大きく洗掘され，砂州がフラッシュ
されていることがわかる．

平成24年以降，平成28年まで大きな出水は発生しなか
ったが，前述したように，平成25年冬には，玉石が厚く
堆積するとともに堆積形状の変化を重ねており，図-9に
示すように，前述した写真-4で見られた玉石の堆積現象
が磯谷橋直下流においてコンター図上でも確認できる．
一方で沖合には洗掘傾向を示す青色のコンターが広がっ
ており，wave set-up（波浪効果による潮位上昇）によっ
て海底部の砂が河口部付近に吹き寄せられ，磯谷橋付近
で堆積する現象がコンター図上でも確認できることから，
冒頭の図-3で述べた導流堤建設後のメカニズムの変化が
コンター図上でも見て取れる．
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平成26年以降，図-10及び図-11で示すように，平成27
年，平成28年までに至っては，磯谷橋下流右岸部で堆積
が見られたが，左岸の砂州付近の状況には，大きな変化
は見られない．この間，平成27年1月と平成28年1月に玉
石の除去工事を実施している．
以降，図-12及び図-13で示すように，平成30年7月に
出水が発生し，右岸側で大きく洗掘されていることが確
認でき，前述の写真-7の様子を裏付けている．
これらのコンター図で言えることは，左岸での地形変
化が小さい一方，右岸では洗掘と堆積が繰り返され地形
変化が大きいことがわかる．
また，フラッシュが発生する出水の規模についても，
実際の流量で1,000m3/s程度から砂州がフラッシュされて
いることがこれらコンター図と写真-7の空中写真によっ
て確認できており，前項で述べたシミュレーション結果
とほぼ一致していることから，玉石除去の効果が裏付け
られていると言える．
このことは，これら河口部の土砂が堆積と洗掘を繰
り返されやすい環境となっている一方で，河口部の水深
が右岸側で安定して確保されており，田中らが指摘した
右岸導流堤の建設目的の一つである河口部の安定的な維
持が引き続き達成されているといえる．

4.まとめ
以上のモニタリング結果をとりまとめた結果，現在の
導流堤は建設後12年経過しているが，河口の開口部は右
岸で安定的に維持されており，導流堤の効果が継続的に
認められた．
また，懸念されていたフラッシュを阻害する玉石の堆
積は発生しておらず，玉石除去の効果は継続的に確認さ
れているとともにシミュレーションの計算結果によって
も有効であることが検証された．
一方，左岸においては流下能力は確保されているもの
の，砂州の堆積と出水によるフラッシュが繰り返されて
おり，引き続きモニタリングを継続していきたい．
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