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輪厚川は千歳川の支川であり、河川整備計画に基づき河川改修が計画されている。本川との
合流部には河道の安定性を目的とした落差工が整備されているが、平水時に約３０ｃｍの水面
落差が生じている。輪厚川の上流域は良好な魚類等の生息環境があり、この落差により魚類等
の遡上が妨げられていることから、本報は、治水上の安全対策並びに魚類等の生息環境の保全
に配慮した落差工の改築方針について検討するものである。
キーワード：落差工、治水対策、河川環境

1. はじめに
輪厚川は支笏湖を源とする石狩川水系千歳川の1次支
川であり（図-1）、流路延長12.4km、流域面積26.6km2を
有している。河床勾配は1/483、セグメントは1となって
いる。現在は千歳川合流部～道道中央橋の下流端までの
約2.1㎞が2条7号区間に指定され、「石狩川水系千歳川
河川整備計画」に基づき河川整備が進められているとこ
ろである。
また、石狩川水系において激減しているヤツメウナギ
科の生息や産卵床が確認されていることから、ヤツメウ
ナギ科に配慮した環境整備が求められる。

(1) 輪厚川改修の歴史
昭和初期までの輪厚川は、図-2に示す千歳川の支川で
ある旧島松川と合流していたが、毎年のように氾濫して
いた旧島松川の河道改修に伴い、昭和18年に千歳川に合
流する現在の河道に切替えられている。北広島市史1)に
は旧島松川と合流していた時代は、石狩十三場所（サケ
の交易場所）の一つに数えられていたほど旧島松川で盛
んにサケ漁が行われていたとの記載があることから、輪
厚川でもサケが遡上していたものと思われる。近年の輪
厚川は河道浚渫の影響もあり河床低下が進行したため、
その対策として平成8年に千歳川合流部の河床落差部に
落差工を設置している（写真-1）。また、輪厚川の河道
断面は高水敷幅が狭く、堤防保護に必要となる十分な幅
が確保されていないため、昭和57年から平成8年にかけ
て連節ブロックによる低水護岸整備が行われている（図
-3）。現在の落差工および低水護岸は健全な状態で現存
しており河床低下や河岸浸食による被害を受けていない
ことから、治水施設としての機能を十分に果たしている。
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図-1 輪厚川位置図
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図-2 過去の輪厚川周辺図1)
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写真-1 現況落差工
写真-2 共栄河川緑地の帯工と瀬･淵状況

帯工
図-3 輪厚川護岸状況
写真-3 共栄河川緑地の自然石を用いた帯工
(2) 河川整備計画における輪厚川の改修方針
昭和50年8月と昭和56年8月上旬に発生した大洪水を契
機とし、昭和57年に石狩川水系工事実施基本計画が全面
的に見直され、その後、平成17年4月に堤防強化（遊水
地併用）を図る治水対策として「石狩川水系千歳川河川
整備計画」が策定され平成27年3月に変更されている。
整備計画における輪厚川の治水・環境の整備方針を以
下に示す。
a) 堤防整備…治水面
石狩川の高い水位の影響を長時間受けることに対応し
た堤防整備として、KP0.0～2.2区間を4割堤として整備し、
これを輪厚川の標準断面とした。また、堤防保護に必要
な高水敷幅を確保できない区間や、河岸浸食、洗掘によ
り堤防の安全性が確保できない区間は、護岸等の河岸保
護工を整備する。
b) 河道掘削…治水面
河道断面が不足してるKP0.0～2.2区間においては、洪
水時における水位を低下させるため河道掘削を行う。掘
削にあたっては、魚類等の生息場となる水際、瀬と淵、
河畔林等の保全に努め、断面が単調にならないように配
慮する必要がある。
c) 千歳川合流部の落差工への対応…環境面
既設落差工には魚道が整備されていないため、魚類等
の移動連続性を確保する必要がある。

生息環境として良好な環境が保全されている（写真-2、
写真-3）。
この共栄河川緑地では、近年、北広島市青年会議所主催
の「サケの稚魚放流」や、輪厚川と親しむ会主催の「釣
り体験」（写真-4）などが行われ、市民が川や水辺とふ
れあい親しめる場として利用されている（写真-5）。

あゆみ橋

写真-4 釣り体験状況2)

写真-5 共栄河川緑地の利用状況3)
(3) 河川空間の利用状況
KP2.2付近のあゆみ橋上流（北海道管理区間）にある
「共栄河川緑地」は、親水性に配慮した川づくりとして
堤防法面の緩傾斜化や自然石を使用した河岸保護・河床
安定対策が実施されている。また、河床安定対策で設置
している帯工により自然な瀬と淵が創出され水生生物の
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一方であゆみ橋より下流部（2-7区間）は、市民が水辺
へアクセスしやすいように階段工が整備されているが、
水際に草木の繁茂や、3面張護岸による河床の固定化に
より瀬と淵がない単調な断面となっている（写真-6）た
め、共栄河川緑地のような利用状況に至っていない。

輪厚川

道浚渫により千歳川の水位が WL=1.2m 程度まで低下し
たため、現在の落差工箇所では約 30cm の水面落差が生
じている（図-4）。また、落差工構造は矢板形式の直壁
型となっていて、千歳川と輪厚川の河床落差が 1.7m 程
度ある。よって、平時における魚類の遡上が阻害されて
いるため、魚類等の移動連続性を確保することが必要で
ある。
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写真-6 2-7区間の河川状況
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(4) 水生生物の生息状況
平成29年度魚類調査では、2-7区間から3地点を抽出し、
1地点200ｍ範囲で実施している。確認された魚類等は4
目5科11種類1877個体、エビ、カニ、貝類は2目3科3種類
58個体であった。季節別では春季に魚類が9種966個体、
エビ、カニ、貝類が3種28個体、秋季に魚類が10種881個
体、エビ、カニ、貝類が3種30個体を確認している。重
要種については、ヤツメウナギ科、エゾウグイ、ドジョ
ウ、サクラマス（ヤマメ）の4科202個体を確認し、外来
種はドジョウの1科5個体であった（表-1）。
また、平成29年度産卵床調査では河床が固定されてい
ない輪厚川上流（北海道管理区間）でヤツメウナギ科や
サクラマスの産卵床を目視で確認している。
表-1 H29年度調査結果4)
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図-4 合流部における本川平水位の経年変化

(2) 河川環境
平成29年度魚類調査では重要種も確認され、種類・個
体数はハゼ科が最も多かった。生活型については遡河回
遊魚、両側回遊魚など回遊性魚類の割合が高かった。落
差工による30ｃｍ程度の水面落差が生じている状況で、
春季調査
秋季調査
No.
目名
科名
合計
合計
千歳川
輪厚川
輪厚川
千歳川
輪厚川
輪厚川
回遊性魚類が確認されていることについては増水により
合流点
下流
上流
合流点
下流
上流
1 ヤツメウナギ目 ヤツメウナギ科
1
5
15
21個体
5
5
10個体
落差が無いときに遡上していると考えられる。また、表
2
コイ科
131
34
25 190個体
250
25
31 306個体
コイ目
3
ドジョウ科
31
221
158 410個体
29
47
74 150個体
4 サケ目
サケ科
26
14
31
71個体
9
7
13
29個体
1よりコイ科のウグイが多数確認されたことから、水面
5 スズキ目
ハゼ科
65
103
136 304個体
108
151
127 386個体
個体数
254個体
377個体
365個体
996個体
396個体
235個体
250個体
881個体
落差を解消し、移動の連続性を確保できれば輪厚川での
春季調査
秋季調査
生息数が増加すると考えられる。なお、2-7区間におい
No.
目名
科名
合計
合計
千歳川
輪厚川
輪厚川
千歳川
輪厚川
輪厚川
合流点
下流
上流
合流点
下流
上流
6
テナガエビ科
19
1
20個体
10
4
4
18個体
て産卵床（ヤツメウナギ科、サケ科のサクラマス）が確
エビ目
7
イワガニ科
2
2個体
1
1個体
8 盤足目
カワニナ科
2
4
6個体
4
7
11個体
認されなかったことについては、3面張護岸の整備によ
個体数
19個体
4個体
5個体
28個体
10個体
8個体
15個体
30個体
り河床が固定され瀬と淵がない単調な水路となり適した
※千歳川合流部：KP0.0、輪厚川下流部：KP0.6～0.8、輪厚川上流部：KP1.6～1.8
石狩川水系で重要な漁業資源であるヤツメウナギ科は、 環境が少ないためと考えられる。
漁獲量が多く記録された昭和60年から昭和63年以降減少
し続けている5)。
(3) 合流部における土砂堆積
千歳川中下流部は、河川横断構造物（頭首工や落差工
千歳川合流部の下流周辺には、平成 15 年調査より有
など）が無く、ヤツメウナギ科の良好な生息環境を有し
機質を多く含む柔らかな砂泥が厚く堆積したヤツメウナ
ている貴重な河川である。ヤツメウナギ科の産卵床が確
ギ科幼生の生息に適した環境があることを確認している
認されている輪厚川では、ヤツメウナギ科の生息環境に
（図-5）。しかし、千歳川合流部直下では、合流角度が
配慮した整備が必要である。
大きく死水域が生じやすいことや、輪厚川からの土砂供
給が影響し、輪厚川代表粒径と同じ 20mm 程度の砂礫
（千歳川代表粒径の約 30 倍）に覆われた砂州が形成さ
2. 輪厚川の現状と課題
れ、植生侵入および土砂堆積が進行している（図-6、図
(1) 合流部落差工
-7）。このため、流下阻害や生息環境消失といった治
現況の落差工は、輪厚川の河床低下対策として平成 8
水・環境両面に対する悪影響が顕在化しつつある（図-6、
年に設置した施設である。設置した当時は、千歳川の平
図-7）。よって、流下阻害の解消のほか、石狩川水系に
水位 WL=1.7m 程度より低い天端高さ（EL=1.55m）であ
おいて生息数が激減しているヤツメウナギ科の生息環境
ったため、落差工箇所における水面落差は生じていなか
を保全するため、合流部の土砂堆積傾向を抑制すること
ったが、流下断面を確保する目的で実施した千歳川の河
が必要である。
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図-5合流部環境調査結果6)

土砂堆積

(4) 輪厚川の治水計画
近年の輪厚川では、平成 27 年に 4 回の氾濫注意水
位（WL=8.25m）を超過し、その内 3 回が避難判断水位
（WL=8.69m）を超過しており、水位が上昇しやすい河
川となっている。2-7 区間のうち下流部（KP0.2～
KP2.2）では、流下断面不足を解消し治水安全度の向上
を図るため、基本方針流量（Q=190m3/s）を安全に流下
できる河道断面について検討されている。
計画断面は、土堤（1:4.0）＋低水路（1:2.0）を基本と
し、用地制約のある区間では流下断面を確保するため、
低水路法面の急勾配化（1:0.5）により検討されている
（図-8、図-9）。また、計画河床幅は、低水路（1:2.0）
区間で W=8.0m、低水路（1:0.5）区間で W=15.0m となり、
現在の河床幅 W=4.0m から 2 倍以上の拡幅になる（図8）。これより、平時の水深が現在の 30cm 程度から
10cm 程度(改修後)まで低下し浅くなることが予想される
ため、魚類等の生息環境を保全する工夫が必要である。
また、計画する河道断面は全区間で河道掘削を伴うた
め、魚類等の生息場となる水際、瀬と淵の保全に努め断
面が単調にならないように配慮する必要がある。
なお、合流部の河床落差は、河道改修後においても解
消されないため、落差工を設置して輪厚川の河床低下を
抑制し河床を安定させる必要がある。
よって、既設落差工の改良や魚道の新設、緩傾斜型落
差工構造などについて検討し、魚類等の移動連続性を確
保する必要がある。

図-6 合流部の堆砂状況(垂直写真)

KP0.2

KP1.8

図-7合流部の堆砂状況(拡大)

図-9 河道改修計画断面

本川合流点
（KP0.0）

【治水面】

【環境面】

図-8 輪厚川の治水計画
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現位置に落差工を計画すると、ほとんど流速が低下し
ないまま千歳川へ流れる。

3. 今後の方針
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輪厚川

落差工位置

図-10 現位置案 不定流計算流速コンター図
現位置より上流に約 20m 落差工を移設した計画では、千
歳川と合流するまでに流速の低下が期待できる。
流速凡例

千歳川

(2) 合流部土砂堆積抑制による生息環境の保全…合流部
千歳川本川の土砂堆積による影響は、ヤツメウナギ科
の生息環境減少のほか、植生繁茂によって河積阻害が生
じ治水上の問題も潜在化している。土砂堆積の要因の一
つとして、既設落差工と本川の位置関係に着目した。具
体的には、落差工と本川が近接しているため、強い流れ
を維持したまま合流することから、流出土砂が本川に流
れ込み堆積を助長させているものと推察した。そこで、
落差工（緩傾斜魚道）を上流側に移設し、流速緩和区間
を設けることで本川合流前に土砂を沈降させる方法が効
果的であると考えた。
移設案の妥当性を検証するため、直近10ヶ年最大水位
を記録したH26.9出水規模を条件として、現位置案・移
設案の2ケースを対象に平面二次元不定流計算を実施し
た（図-10、図-11）。その結果、現位置案では強い流れ
を維持したまま合流しているのに対し、移設案では一定
程度流速が緩和することを確認した。
流速緩和区間を長く設けるために、可能な限り上流へ
移設することが望ましい。しかし、直上流の東栄橋への
影響や高水敷幅確保の観点から、移設位置は現位置から
20m上流が限界となる。
以上より、植生繁茂やヤツメウナギ科生息環境減少に

流速凡例

千歳川

現状の課題に対する解決方針を示す。
(1) 移動連続性の確保…合流部
既設落差工部で生じている水面落差と河床落差は、輪
厚川に生息しているサケ科などの｢遊泳魚｣やヤツメウナ
ギ科などの｢底生魚｣、甲殻類の遡上阻害となっているた
め、魚道を設置して遡上の移動連続性を確保する。なお、
水面落差の解消は、平時(平水位)を対象とする。以下に、
魚道設置を目的とした具体的な改修方法を示す。
a) 部分断面型魚道
既設落差工の一部に魚道を新設する案。河床幅の一部
に魚道の入口を設けるため遡上経路が限定され迷入しや
すいが、全断面型魚道より魚道規模を小さくできるため
経済性に優れている。輪厚川の河床安定については、既
設落差工で対応する。
b) 全断面型魚道
既設落差工を撤去して緩傾斜型落差工を新設する案。
部分断面型魚道より規模が大きくなるため経済性で劣る
が、河床の全幅が魚道の入口となるため遡上経路が限定
されず迷入する恐れがない。輪厚川の河床安定について
は、新設する緩傾斜型落差工で対応する。
改修が必要な既設落差工は、輪厚川下流端にあり遡上
の入口になるため、確実に魚類等の遡上が期待できる構
造が効果的であると考えた。よって、遡上経路が限定さ
れず迷入する恐れがないb)全断面型魚道により魚類等の
移動連続性を確保する方針とした。

輪厚川

20ｍ

落差工位置

図-11 上流移設案 不定流計算流速コンター図
起因する合流部土砂堆積の抑制を目的として、落差工
（緩傾斜魚道）を上流20mへ移設し土砂流出の緩和を図
る方針とする。
(3) 魚類の生息環境の創出…2-7区間
a) 産卵床の形成
平成29年度の魚類調査によると、コンクリート3面張
護岸は魚類の産卵に適さない環境であり、実際に産卵床
が確認されたのは河床が固定化されない2面張護岸が採
用されている北海道管理区間であった。
b) 水深の確保
今後の河道改修計画では低水路幅が2倍以上に拡幅さ
れるため、改修後は平常時でも水深が10ｃｍ以下となる
ことから、本検討における魚類の遊泳に必要な水深
30cm（図-12）の確保が困難となる。一方で、上流部の
北海道管理区間では帯工の設置により、広い川幅に対し
ても瀬と淵がある自然水路が創出されている（図-13）。
以上より、2-7区間の環境面の対策は、北海道区間を
参考として「2面張護岸」および「帯工の設置」による
魚類の生息環境創出を基本的な方針とする。（図-14）。
《遊泳に必要な水深》
体高×2 以上
サクラマスの体高 = 15cm
∴遊泳に必要な水深 H = 30 ㎝

図-12 魚類の遊泳に必要な水深 7)
堆砂
瀬
石組帯工設置箇所
淵
図-13 帯工設置例 8)(追記あり)

魚道施設

図-14 現況より上流へ移設する案

4. まとめ
落差工上流には既往調査等より魚類の生息環境を確認
しているが、現状では河床低下を抑制する目的で合流部
に設置した落差工によって本川との河床および水面に落
差が生じ、魚類等の移動連続性が確保できない状況とな
っている。しかし、輪厚川は千歳川本川の水位低下によ
り河床低下が進行しやすいといった治水上の課題もあり、
千歳川合流部における河道安定化対策として落差工が必
要不可欠である。以上から既設落差工を「治水安全性」、
「環境保全」の両方を満足する落差工構造へ改修する必
要があると考えている。具体的にはに図-14示すとおり、
まず、河床の安定を図り水面および河床落差を解消する
対策として1/10勾配の緩傾斜型落差工へ改修し、隔壁を
設けて魚類等の移動連続性を確保する。次に、千歳川本
川への土砂堆積の緩和対策として、設置位置を既設落差
工より20m程度上流側に移設し、流速緩和区間を設けて
本川への土砂流出を緩和させる。そして、輪厚川下流部
では産卵床に適した瀬と淵の創出や遊泳に必要な水深
(30cm)を確保するため、北海道管理区間を参考に「2面
張護岸」や「帯工」を設置して魚類等の生息環境を創出
する。
Chikara Usuda, Fumio Koga, Toshihito Toyabe

今後は今回報告した内容について詳細に検討を進め、
治水、環境の両面を考慮した対策を実施したいと考えて
いる。
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