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河畔林は多様な景観と鳥類を始めとした動植物の貴重な生息環境を形成する一方、流下能力
の阻害や流木発生の要因となるなど適切な管理が求められる。池田河川事務所では、地元のア
ドバイザーの助言を得て、「十勝川下流河畔林伐採・管理ガイドライン（案）」を策定し、毎
年、現地見学会や意見交換会を開催して環境に配慮した河川管理に努めている。本報では、十
勝川下流における取り組みについて報告する。
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十勝川下流域は良好な自然環境を有しており、オ

1. まえがき

ジロワシを始めとした猛禽類が生息するほか、近年は

十勝川は、その源を大雪山系の十勝岳（標高 2，

国の特別天然記念物のタンチョウの生息数が増加して

077ｍ）に発し、山間峡谷を流れ、十勝ダムを経由し

いる。また、豊富な河畔林は特産のシシャモをはじめ

て十勝平野に入り、広大な畑作地帯を流下しながら芽

とした魚類、鳥類、哺乳類等の餌場や隠れ場として重

室川、然別川等の多くの支川を合わせて、人口・資産

要な位置付けにある。

が集積し、流域最大の市街地である帯広市に入る。そ

その一方、河畔林が繁茂すると流下能力の確保等

の後、急勾配である音更川及び札内川、利別川等を合

に支障をきたす場合があるため、河畔林の伐採は必要

わせ、低平地に広がる畑作酪農地帯を流下し、豊頃町

不可欠である。すなわち、河畔林を伐採する際には治

において大平洋に注ぐ、幹線流路延長 156ｋｍ（全国

水上の安全性を確保しつつ、環境に配慮した河川管理、

17 位）、流域面積 9,010ｋｍ2（全国 6 位）の一級河川

工事を行わなければならない。

である。(図-1)

このような現状を踏まえて、池田河川事務所では
河川環境に配慮しつつ適切な河畔林伐採を実施するた
め、地元のアドバイザー及び流域自治体と意見交換会
を行い、専門家の助言をいただきながら平成 21 年度
に｢十勝川下流河畔林伐採・管理ガイドライン（案）｣
（以下、ガイドライン）を策定し、平成 22 年度より
運用を開始している。本報告ではガイドラインの策定
及び運用状況と今後の河畔林管理の課題について報告
する。

2．十勝川下流河畔林伐採・管理ガイドライン
（案）の策定

図-1 十勝川流域図
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(1)策定の経緯
河川維持管理計画に沿った適切な河畔林管理が必要
不可欠である一方、河畔林伐採に際しては、環境への
最大限の配慮が求められる。そのため、治水と環境と
いう相反する立場におけるそれぞれの課題を抽出し、
河川管理者としての指針を整理する必要があった。
そこで、池田河川事務所では平成21年度に治水と環
境のバランスのとれた河川管理、工事の実施を目的と
して、地元のアドバイザー、流域自治体の参加を得て

「十勝川下流域河畔林管理及び発生物の有効利用に関
する意見交換会」を2度開催した。第1回意見交換会で
は、河畔林管理の必要性や問題点、伐採に際し保全・
留意が必要な箇所、時期について議論を交わした。そ
して第2回意見交換会では、具体的なガイドラインの方
針・検討手順、重要種への対処方法等について議論し、
同年ガイドラインの策定に至った。また、意見交換会
の開催に先立ち、河畔林の伐採が予定されている箇所
を地元のアドバイザーと池田河川事務所職員が共に現
地の状況を確認し、河畔林管理への共通認識を深めた。
池田河川事務所では、平成22年度以降はガイドライ
ン（案）に基づき、毎年、現地見学会及び意見交換会
を開催しており、環境に配慮した河川管理、工事実施
に努めている。以下、ガイドラインについて説明する。
(2)ガイドライン（案）の基本方針
河川維持管理を行う上では、河川管理者として維
持管理が必要な箇所や重要種への配慮が必要な箇所な
どを十分に把握した上で、河畔林伐採における適切な
対応が求められる。
a)河川維持管理のために樹木管理が必要な箇所
河畔林の管理については、維持管理計画に基づき、
目標とする河道流下断面の確保やＣＣＴＶの可視範囲
の確保、流量観測精度の確保等を目的に、支障となる
樹木を対象とした伐採を行う必要がある。そのためガ
イドラインでは、樹木管理が必要な箇所及び管理範囲
を検討し、表-1に示すとおり整理した。
表-1

樹木管理が必要な箇所

b)重要保全箇所の設定
ガイドライン（案）では基本的に伐採や改変を避け
るべき箇所を重要保全箇所として設定している。（表2）
重要保全箇所の伐採や改変が避けられない場合は専
門家と対処方法を協議する必要がある。特にタンチョ
ウやシマアオジの繁殖地などは保全箇所や範囲が変化
する可能性があるため随時見直しが必要である。
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表-2 重要保全箇所

c)植物重要種の移植
池田河川事務所では環境省レッドリスト、北海道レ
ッドデータブック記載種を重要種と設定している。十
勝川下流域に出現頻度が高い種としては、ヤチスギナ、
エゾノミズタデ、ノダイオウ、チドリケマン、エゾノ
ミズタマソウ、アカンカサスゲが挙げられる。事前環
境調査で重要種が確認された場合は保全対策を検討す
る。検討に当たっては、ガイドライン（案）に基づき、
十勝川下流域に多数生育している、伐採予定箇所周辺
に同等数程度の個体があるなど地域個体群に大きな影
響を与えないと判断される場合は移植等の保全措置が
不要と判断する場合がある。
d)野鳥営巣期を避けた施工時期の設定
池田河川事務所では、河畔林で繁殖する野鳥を保護
するため、5月連休明けから8月お盆明けまでの期間は
原則樹木の伐採を禁止している。ただし、測量などに
伴う線状・点状の伐採や下刈草は対象外としている。
なお、工程の都合等やむを得ず上記の期間に伐採し
なければならない場合は、野鳥の営巣期前に下刈草や
枝払いなどの環境整備を行い、草丈が伸びないよう施
工まで継続的に刈り取りを実施する等の対応を行う。
e)移植事例集の作成
池田河川事務所では、過去に実施した移植状況を整
理し、「移植事例集」を作成している。これにより対
象とする種ごとの移植時期や方法及び追跡調査による
活着状況を確認し、植物重要種の移植作業における確
実性の向上を図っている。
f)注目種について
池田河川事務所では、意見交換会でのアドバイザー
からの助言を基に、独自に「注目種」を設定している。
「注目種」とは、重要種ではないが社会的に関心の高
い種である。（表-3）
伐採範囲で注目種が確認された場合、草本は原則的
に移植を検討し、樹木は流下能力に支障を及ぼさない
範囲で可能な限り保全に努めることにしている。

表-3 主な注目種

場毎に適切かつ一貫した対応が可能となり、環境に
配慮した河川管理、工事の実現に寄与している。
尚、ガイドライン（案）には各検討フローと共に、
各ステップに対する詳細な説明が記載してあり、保全
対策が確実に行われるよう工夫してる。

(3)ガイドライン（案）の運用
a)河畔林伐採までのフロー
伐採工事に際し、事前調査の必要性や重要種・注目種
の対処方法等といった設計・施工時の検討手順（フロ
ー）を作成した。(図-2,3,4)フローは工事設計段階の
「設計編」と施工計画書策定段階の「施工編」のほか、
「重要種・注目種への対処方法検討編」の3編から構成
される。フローの中では、重要保全箇所の伐採がある
か河畔林情報図を用いて確認し、伐採が回避できない
場合は事前に専門家と協議を行うこととしている。ま
た、重要保全箇所ではなくても河畔林が形成されて10
年以上が経過し、事前のデータでも重要種等の生息が
予測される場合は事前環境調査を行うこととしている。
河畔林伐採までの検討手順を作成したことで、工事現

図-3

図-2 設計編フロー
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施工編フロー

図-4 重要種・注目種への対処方法検討編フロー

b)河畔林情報図の作成
伐採予定箇所の伐採・保全計画の検討においては、
河川水辺の国勢調査を基にした環境情報図と重要保全
箇所、事前環境調査で確認された重要種・注目種の確
認結果等を最新の航空写真等に整理した河畔林情報図
を作成し、保全対策検討の際に利用している。
c)事前環境調査
河川水辺の国勢調査や過年度の調査結果を基に重要
種等の生育が予測される場合は事前環境調査を行う。
写真-1 現地見学会 開催状況

事前環境調査においては重要種・注目種のほか、背後
地の環境、上下流の河畔林との連続性等を調査する。
重要種等の生育が確認された場合は、見出し杭等でマ
ーキング、生育状況の確認を行うと共に詳細な位置情
報を取得する。
d)重要種等保全計画の検討
伐採予定箇所について、事前環境調査で確認された
重要種・注目種について保全計画を検討する。検討の
際には、確認された対象種毎に移植等の保全措置の要
否を判断し、移植対象種については、保全計画を作成

写真-2 意見交換会 開催状況

する。また、移植に際し、対象となる重要種が移植可
能な種か、適切な移植先があるかを十分に検討し、そ
の後の生育・繁殖が期待できる環境に移植するなどよ
り確実な対応となるよう努めている。

(4)平成30年度によるガイドライン（案）検討結果
伐採を伴う工事 10 箇所のうち、重要種等が確認さ
れた 8 箇所についてガイドライン（案）に基づき対処

e)現地見学会・意見交換会の開催
ガイドライン策定後、池田河川事務所では毎年「十

方法を検討した。(表-4)
河道掘削工事①では、重要種のアカンカサスゲが確

勝川下流伐採・管理方法に関する現地見学会」（以下、

認されたため、施工範囲外に移植している。また、河

現地見学会）を開催している。現地見学会では、地元

道掘削工事②で確認されたアカンカサスゲは施工範囲

のアドバイザーと共に工事予定箇所に赴き現地の状況

外に同等数確認されたことから、地域個体群に大きな

を確認し、その後、池田河川事務所にて工事内容及び

影響を与えないと判断し、移植等の保全措置を不要と

保全計画について意見交換を行っている。(写真-1,2)

した。河道掘削工事②で確認されたケショウヤナギに

また、河畔林伐採が概ね終了した時期には、「十

ついて、設計編では施工範囲内のため伐採予定だった

勝川下流河畔林伐採・管理方法に関する検討会」（以

が、施工編にて現地を確認をしたところ、回避可能で

下、検討会）を開催し、実施した重要種等の保全措置

あった 1 株を現状保全とした。また、ヤエガワカンバ

の内容や今後の工事予定、現地調査計画等について説

は、山地に生息する種であり、本来の生育環境ではな

明及び意見交換を行っている。

いと判断し伐採する予定だったが、施工編にて現地を

なお、実際の工事におけるガイドライン運用状況
を踏まえ、意見交換会にて抽出された課題・改善点等
については「運用事項」として対応し、さらなる環境
に配慮した工事の実施に寄与するよう努めている。

確認をしたところ施工範囲外であっため、現状保全と
した。
このように現場毎に保全計画を検討し、必要に応じ
て地元のアドバイザーの助言を得ながら、河川環境に
配慮した工事実施に寄与することができた。
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表-4 各工事におけるガイドライン（案）に基づく検討結果

3.課題と今後の対応について

そこで池田河川事務所では、周辺を除草する際に合
わせて伐採跡地の刈り取りを行い、ヤナギ類の発芽を

(1)再樹林化の防止
ヤナギ類は非常に生命力が強く、伐採後の再樹林化
防止が近年の意見交換会の主な議題となっている。維
持管理による定期的な樹木伐採を実施してきたが、コ
スト面など長期的な視点も踏まえると再樹林化を防止
する効果的な対策を講じる必要がある。
そこで、池田河川事務所では再樹林化防止を目的と
して以下の取組を進めている。
a)採草地としての活用
十勝川の高水敷は運動場や公園のほか、牧草採草地
として利用されている。採草地として利用されると占
用者による定期的な刈り取りが行われるため、樹木の
繁茂が抑制され、良好な状態が維持される。
そこで池田河川事務所では、流域自治体と連携して
伐採跡地を採草地として活用してもらうように積極的
に働きかけている。周辺農家等に採草地として活用し
てもらうことにより、再樹林化を抑制しながら良好な
状態が維持されるため、維持管理経費の縮減にもつな
がる。
b)刈り取りによる萌芽抑制
伐採跡地には草本が生育するほか、ヤナギ類の種子
が着床し発芽する場合がある。生存競争の中で、ヤナ
ギ類が優先して生育すると、短期間のうちにヤナギ林
を形成してしまう。
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抑制することとした。伐採後の除草費用が発生するが、
ヤナギ類が生育する前に刈り取ることで、再樹林化を
抑制し、草地環境が維持されることが期待できる。
c)冠水による種子着床抑制
一般的にヤナギの種子飛散時期は5月から6月とされ
る。この期間に冠水している場所では、ヤナギ類の種
子が地表面に着床せず、種子の発芽抑制が期待できる。
そこで、池田河川事務所では平成25年度に高水敷掘
削工事の表土すき取り土を用いて試験的に開放水面を
造成し、種子飛散時期に試験箇所が冠水して種子着床
を抑制できるか検討を行った。（図－5）
その結果、翌年の種子飛散時期には、開放水面が創
出されておりヤナギ類の種子着床を抑制していた。今
年度の現地見学会でも試験箇所を確認したが、試験後5
年が経過しても開放水面が維持され再樹林化していな
いことを確認した。（写真-3）
冠水により種子着床を抑制することは、再樹林化防
止策として一定の効果があることに加え、湿地環境が
創出されることで、多種多様な生物の餌場や生息環境
としての利用も期待できる。

図-5 表土すき取り土を用いた再樹林化防止策

写真-3 開放水面の創出状況
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(2)ガイドラインの更新と引き継ぎ
平成22年度のガイドライン運用から８年が経過して
いる。毎年実施してきた現地見学会及び意見交換会に
て新たに定められたものは「運用事項」として対応し
てきた。しかし、「運用事項」は年々増加してきてお
り、今後、担当者の異動による引き継ぎが十分に行わ
れない可能性がある。
このような状況を改善すべく、これまで「運用事
項」として対応してきた新たな知見を反映したガイド
ラインの改訂を予定している。ガイドライン改訂の際
には、これまでの「運用事項」のほか、重要保全箇所
の更新等を専門家の助言を頂きながら確実に進めてい
く。
また、池田河川事務所では、毎年事務所職員に対す
るガイドラインの勉強会を行い、取り組みの継続が確
実に行われるよう努めている。

