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漁川における河川環境評価について
―河川改修後における順応的管理―

札幌開発建設部 千歳川河川事務所 計画課 ○白石 浩人

                                  鳥谷部寿人 

                                  金谷 将志 

漁川は魚類等の生息環境や産卵環境など、豊かな自然環境を有している。一方で、これまで

実施してきた河道掘削等の工事による河川環境への影響を懸念している。本報は、工事実施前

の計画時に設定した河川環境目標について検証し、工事に伴う河川環境への影響や掘削手法に

よる河川環境への復元効果等を総合的に評価するとともに、今後の掘削計画を踏まえ、より良

い川づくりに向けて、河川改修や河川管理の手法を検討するものである。

キーワード：河川環境、再生・回復、維持・管理、設計・施工

１．はじめに 

(1) 漁川の概要 

漁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44.8km、流域面積163.4km を

有している。恵庭市街地では、約1/200の河床勾配を持

つ急流河川であり、河道の安定性を確保するため、多く

の護岸や床止工等が必要となり、床止工は現在3号、4号、

5号床止の3基が整備済みである。 

周辺の土地利用は、国道36号よりも下流側は畑地や水

田が多く、上流側は恵庭市街地として発展している。道

央自動車道を越えると山地へ入っていき、上流域には洪

水の調節、流水の正常な機能の維持、水道用水の供給を

目的とした多目的ダムとして、昭和56年3月に漁川ダム

が完成している。また、漁川はサケ・サクラマス・カワ

ヤツメ等の生息に適した河川であり、サケに関しては古

くからの人々との関わりが記録に残っている。

図-1 漁川の位置図 

(2) 千歳川河川整備計画における漁川の改修方針 

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1)」が策定されている（平成27年3月一部変更）。 

また、漁川においては平成26年9月の大規模な出水（写

真-1）により、計画高水位を超過したことから、流下能

力の確保など早急な治水安全度の向上が求められている。 

漁川の河川整備にあたり、治水・環境面の整備方針を

以下に示す。 

a) 河道掘削…治水面・環境面 

河道断面が不足している区間においては、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。 

b) 魚がのぼりやすい川づくり･･･環境面 

千歳川やその支川ではサケ･マスの遡上や自然産卵、

カワヤツメなどの生息を確認しているが、これらの生息

環境は、流況や河床の状況等に加え、千歳川とその支川

や流入水路等において移動の連続性を確保する。 

写真-1 平成26年9月出水状況（漁川KP9.2付近） 
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２．漁川における河道改修 

(1) 環境に配慮した河道改修の概念（H19～H25実施） 

漁川は、近年課題となっている河床低下と河岸の固定

化により単調となった環境において、魚類等の良好な生

息環境が減少してきている。このため、河道掘削は、治

水安全度を確保した上で河川環境面の改善として多様な

河川環境を復元・創出する必要があり、以下の手法によ

り実施してきた。 

a) 生態系に配慮した河岸保護工の設置（図-2） 

魚類等水生生物の生息・生育空間を保全・再生するた

め、水深1.5m～2.0m前後の淵が保全・創出される断面形

状を検討した。計画区間は堤間が狭く、ほとんどの区間

で低水路部に河岸保護工(護岸)を設置する必要があった

ため、生態系に配慮した基礎工の設置方法として、洗掘

深および河床間隙水域深を考慮し、実施している。 

図-2 生態系に配慮した河岸保護工の形状 

b) 河岸保護工の寄せ石による被覆（図-3） 

河川整備の進展や横断施設等の設置により上流域か

らの土砂供給が減少していると考えられたことから、河

岸における環境の多様性創出を目的として、漁川から発

生した土砂を寄せ石として河岸保護工上に被覆している。 

河床環境の多様性を保全・復元するためには、流水の

営力によって河床材が流出・移動・堆積を繰り返すこと

が重要であることから、寄せ石は流水作用によって低水

路内を自由に流動し、流速の変化に応じた多様な土砂堆

積環境を発現するよう、様々な粒径としている。 

図-3 淵の形成を期待した河岸保護工及び寄せ石の設置

(2) 河道整正の実施（H23、H25） 

施工済み箇所において、初期に発現した樹林化兆候や

澪筋固定化等を解消するため、順応的管理として以下の

手法による河道整正を実施している。 

① 河岸へ定着しているヤナギの幼木を伐開・除根 

② 水際部を切り下げ河岸の冠水頻度を高める（図-4） 

図-4 河道整正の概要図

(3) 河道掘削及び河道整正の実績 

漁川における河道掘削及び河道整正工事の実績及びモ

ニタリング箇所を図-5及び図-6に示す。 
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図-5 工事実施状況模式図（凡例は図-6と共通） 

図-6 漁川における河道掘削及び河道整正工事の年度別実績とモニタリング箇所 
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３．現状分析・評価 

(1) 河川環境目標の設定 

漁川では、河道掘削工事における河川環境目標を表-1

のように設定し、モニタリングを実施している。本報告

では、水辺環境に関する目標である①及び②についての、

分析・評価を記載する。

表-1 河川環境目標及びモニタリング項目

(2) モニタリング地点における環境分析 

平成25年度までに河道掘削工事を実施している区間

（千歳川合流点～第3号床止）に設定したモニタリング

地点（図-6）における環境分析結果を表-2に示す。 

水際付近の環境に着目すると、河道掘削実施後に順応

的管理として河道整正を実施したNo.1[SP1150～1350]及

びNo.2[SP1860～2060]において水辺移行帯の形成により、

良好な状態が見られる。 

河道掘削を実施したNo.3[SP3600～3800]においては澪

筋の固定化や樹林化が進行しており、環境が単調になり

つつある。 

(3) 直轄管理区間全体における環境分析 

直轄管理区間全体を対象とした産卵床調査により、漁

川に生息する魚類のうちカワヤツメ、スナヤツメ北方種、

サクラマス、サケについて産卵床の分布状況を確認した

ところ、魚種毎の産卵床の分布傾向に違いが見られた

（図-7）。図-7で見られる特徴を下記に示す。 

① 産卵床が少ない区間は河床の縦断勾配が緩く産卵に

適した河床材料が堆積していない（KP1.5付近より

下流）

② 澪筋の固定化に伴う河床低下等により、産卵適所や

水辺移行帯等の環境が劣化している（KP4.2～KP7.8

付近等）

③ KP4.2付近に設置されている第3号床止が、遡上阻害

（特にカワヤツメ）となり産卵床の分布に影響を与

えている

表-2 モニタリング地点における環境分析結果 

   （平成30年度調査結果） 

図-7 産卵床分布箇所の傾向（平成30年度調査結果） 
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図-7に示した区間における河川状況を河川環境・産卵

床分布状況等の視点から整理し、表-3に示すとともに、

モニタリング地点等に見られる代表的な河川状況を写真

-2～写真-5に示す。 

表-3 直轄管理区間の河川状況

(4) カワヤツメに着目した環境評価 

漁川に生息する魚類のうち、カワヤツメは河川の中・

上流域で卵から孵化し、中・下流域で生育した後に海へ

下り、海域で成長した後に再び河川に遡上し産卵する生

活環を持つ。このようなカワヤツメの生活環に必要な環

境を維持することは、同様の環境を必要とする他の様々

な魚種の生育を可能にすることにつながるため、表-4に

示す理由からカワヤツメに着目した環境評価を行う。 

表-4 カワヤツメに着目する理由

性質 評価対象種とする理由 

重要性 

古くから漁獲対象とされていた水産有用種であるが、

近年は漁獲が激減しており、石狩川水系では1987年を

ピークに減少し、現在ではほとんど漁獲が無くなって

いる（文化の伝承における危機）。また、重要種（環

境省RL：絶滅危惧Ⅱ類）として指定されている 

指標性 

幼生期間は流れの緩やかな河岸付近で落葉落枝等の有

機物を摂って成長するため、水際の緩流域（水辺移行

帯等）の形成が必要 

親魚（海域から遡上して産卵を行う個体）は、産卵期

までの間に淵や河岸に見られる大石や流木等の隙間に

潜むため、そのような休息できる隠れ場が必要 

遡上性 

生活環において様々な環境を必要とするとともに、河

川の上流～下流～海域を広く移動する種であるため、

産卵するための親魚が遡上可能な環境が必要 

産卵場特性

平瀬や早瀬のうち、瀬頭等の砂礫が浮き石状に堆積す

る箇所を産卵場とするため、適度な河床材料の移動

（比較的細かな礫石が定着できる環境）が必要 

a) カワヤツメの産卵床の分布状況 

図-7に示すとおり、カワヤツメの産卵床は第3号床止

よりも下流のみの分布となっているが、産卵環境が類似

するスナヤツメ北方種（カワヤツメと違い降海しない）

は、第3号床止より上流にも産卵床が分布している。過

去には第3号床止～第4号床止の間がカワヤツメの主要な

産卵区間であった時期もあり、現状では第3号床止がカ

ワヤツメの遡上を阻害している状況である。カワヤツメ

の資源維持のためには、「遡上性」の回復が重要である。 

b) カワヤツメ幼生の生息状況 

モニタリング地点におけるカワヤツメ幼生分布調査結

果を図-8に示す。写真-2のような水辺移行帯が見られる

No.1及びNo.2と比較し、写真-4のように河川環境が劣化

しているNo.3は相対的に個体数が少なく、幼生生息環境

（水辺移行帯等）の有無を反映した結果と考えられる。

一方で、今年度は当歳魚が確認されており、特に産卵床

分布箇所に近いNo.2及びNo.3において確認個体が多い。 
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図-8 河道掘削後のカワヤツメ幼生確認数の経年変化

区間 河川環境 産卵床分布状況 
河道整備
実施状況

KP0
～ 
KP1.5

千歳川の水位影響により、河床材
料は粒径が細かく砂礫が主体であ
り、水際には水辺移行帯が形成

産卵床は分布しない
掘削・整正
河岸保護工
寄せ石

KP1.5
～ 
KP3.0

澪筋の固定化および河床低下傾向
の区間も見られるが、水際に水辺
移行帯の形成が見られる 

低水路拡幅箇所にカ
ワヤツメの産卵床が
見られる 

掘削・整正
河岸保護工
寄せ石

KP3.0
～ 
KP4.2

河道掘削後の低水路内に、明瞭な
瀬・淵が形成された区間が見られ
るが、澪筋の固定化や樹林化が進
行し、環境が単調になりつつある
区間も見られる 

低水路拡幅箇所にカ
ワヤツメの産卵床が
分布。第３号床止下
流にカワヤツメとス
ナヤツメ北方種の産
卵床が集中

掘削 
河岸保護工

KP4.2
～ 
KP6.3

直線的で澪筋が固定化している区
間が多く、単調な河道が連続して
おり、水辺移行帯の形成も少ない

スナヤツメ北方種の
産卵が見られるが、
その他の産卵床分布
は少ない

― 

KP6.3
～ 
KP7.8

直線的で低水路幅にも変化が少な
く、単調な河道が連続している 

産卵床分布少ない ― 

KP7.8
～ 
KP9.6

低水路内の蛇行により良好な河川
形態（瀬・淵変化）が見られる
が、澪筋の固定化および河床低下
傾向の区間も存在する 

蛇行部等にサケの産
卵床が多いが、直線
的な河道が連続する
区間には産卵床分布
が少ない 

― 

KP9.6
～ 
KP12.0

澪筋が固定化傾向だが、河床にサ
ケ・マスの産卵に適した粒径の河
床材料が多く、明瞭な瀬・淵の形
成が見られる

サケの産卵床が非常
に多く、平瀬や淵の
河岸を主体に広範囲
の河床を産卵場とし
て利用している 

KP12.0
～ 
KP13.3

澪筋が固定化しており、河床低
下・河床の粗粒化傾向が見られる

サケ・サクラマス等
の産卵床が散在する
が流れの速い箇所に
は分布しない ― 

KP13.3
～ 
KP13.8

頭首工背水区間のため河床の縦断
勾配が緩やかで、低水路幅も広が
り複列砂州の形成が見られる 

サクラマスの産卵床
が多い 

写真-3 No.2（KP2.0付近）
水辺移行帯の草本群落が河岸に微
少な凹凸を形成し、流速緩和箇所

に砂泥の堆積が見られる 

写真-5 KP9.0付近（整備前区間）
親水護岸の根固め周辺が洗掘を受

け澪筋が固定化し、深く流れの速
い淵となっている 

写真-4 No.3（KP.6付近）
河道掘削後の河岸・河床に露岩と

縦浸食が見られ、砂礫の堆積が見
られない 

写真-2 No.1（KP1.2付近）
水際部に草本群落が浸水する水辺
移行帯が見られ、周辺にカワヤツ

メ幼生の生息環境が形成している

当歳魚 
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当歳魚：今年の産卵により生まれた個体 
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４．今後の河道掘削に向けた留意点 

漁川において、カワヤツメの生活環を持続させるため

には、第3号床止における「遡上性」の回復と、幼生の

生息環境となる「水辺移行帯」の維持・創出が重要であ

る。今後、直轄管理区間上流部において河道整備を行う

にあたり、以下の点に留意する。

 (1) カワヤツメ幼生の生息環境への配慮 

工事実施済み区間のうち、河道整正を実施していない

箇所等において、水際部の樹林化に伴う流路の固定化傾

向（単調化）が確認されている。水際部の環境はカワヤ

ツメ幼生の生息条件として重要であるため、今後の河道

掘削では「カワヤツメの生息環境創出」を目標の一つと

し、表-5に示す条件に配慮した川づくりが求められる。 

表-5 カワヤツメの生息環境創出に求められる条件2)

求められる

条件 
方法 留意点 効果 

河岸にeddy

（渦流）を

生じさせる

・河岸の突起形状を存置

する 

渦流形成

生息環境

・増水時にオーバーフロ

ーによるフラッシング

が生じるような条件を

整備する 

・掃流砂、リター（落葉落

枝）、腐植等の堆積が生じる

・既存の河岸に見られる

ワンド形状を存置する

渦流形成

生息環境

・既に嫌気的な入り江等

は流水の循環を促すた

めに、適宜対策を施

す。（汀線の掘削改良

等） 

・カワヤツメ幼生の漂着を促す

・河道法線の蛇行を存置

する 

渦流形成

生息環境

・直線的な法線区間は、

ミクリ等水生植物の帯

状群落の形成により、

その周囲の浅水域で流

水の停滞が生じ、嫌気

的な水域が生じる 

・カワヤツメ幼生の生育場を確

保する 

植生カバー

を保全する

・植生群落を存置する

ヤナギ類等の倒伏

生息環境

渇水期 増水期

水辺移行帯

・ヤナギ類が連続的に水

面に倒伏しているよう

な河畔林を存置する 

・水中に倒伏したヤナギ類の幹

や枝の周りに砂泥が堆積し、

生息場が形成される。落葉落

枝が分解し腐植を供給する

・抽水植物群落が形成さ

れた移行帯を存置する

・増水期、渇水期それぞれの水

面高変化に追従した生息場の

移動を促し、通年に渡って生

息場が確保される 

(2) 第3号床止における遡上性の確保 

第3号床止設置箇所より下流では、河道掘削実施後に

度々発生した出水（H26年9月等）に伴い、河床低下が進

行した。その結果、第3号床止の落差拡大と河岸寄せ石

の流失が生じ、カワヤツメ等の底生魚類が遡上困難な環

境となった。サケ・サクラマス等に比べて遊泳能力の低

いこれら魚種の遡上環境改善が必要である（図-9）。 

図-9 落差（垂直壁）におけるカワヤツメの行動3)

５．今後の河川改修や河川管理の手法 

(1) 整備済み箇所における順応的管理 

モニタリング地点No.3において顕在化した再樹林化の

課題に対し、モニタリング地点No.1及びNo.2において実

施した河道整正のような順応的管理の実施は、水際部の

樹林化や流路の固定化を解消する手段として効果的であ

ったと考える。河道整正等により樹林化を抑制する方法

としては、以下が挙げられる4)。 

① 種子散布期に裸地面を冠水させる→種子着床の抑制 

② 他の草本群落を早期に優占させる→   〃 

③ 流水による攪乱強度を高める → 成木林形成の抑制 

また、順応的管理を効果的に実施するためには、時期

や場所の選定が重要となる。特に工事実施後1～2年の間

は、ヤナギ類等の定着による樹林化の兆候が把握しやす

く、伐採も容易である。場所の選定にあたっては、ヤナ

ギ類等の定着の不確実性（図-10に示す種子散布時期前

後の出水等）を考慮し、踏査により順応的管理実施箇所

の抽出を行い、河道整正を行う。 

図-10 ヤナギ類の種子散布時期5)

(2) 第3号床止における遡上阻害の解消 

第3号床止に発生した落差の解消のため、順応的管理

として現地での石組みを試行した。実施内容は、全部で

5段ある第3号床止の帯工のうち落差の大きな左岸2～4段

目について、有識者の助言の下、人頭大以上の石を組み

合わせて落差を解消し、魚類の遡上経路を確保したもの

である（図-11）。 

石組み作業は秋季に実施したため今年度のカワヤツメ

産卵床調査結果（春季）には反映されていないが、翌年

以降のカワヤツメ産卵床形成範囲の拡大が期待される。 

図-11 遡上性の改善イメージ

写真-7 実施直後の状況 

石組みにより落差が解消

写真-6 石組み実施前の状況 

産卵期だが落差が大きい 

種子散布時期に河川水位が高いと、

水際へのヤナギ類の定着は少ない 

水の流れ カワヤツメの動き 

魚道の中の壁を越え
ることができない 

水の流れ
カワヤツメの動き 

魚道の中の壁を越え
ることができる 
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(3) サケの産卵に配慮した河道掘削 

今後の漁川の河道整備は、恵庭市街地区間が主体とな

る。公共施設や住宅等の資産が多く治水上の重要度が高

いため、確実な流下能力の確保が求められる。また、恵

庭市街地を流下する漁川では、図-12に示すように多く

のサケの産卵が確認されている。漁川の語源「イチャ

ン」はアイヌ語で”サケの産卵場”の意であり、扇状地

で湧水が豊富な恵庭市街地は、古くから産卵を行うサケ

を求めて人々が集まっていた場所である。このことから、

恵庭市街地区域の治水安全度向上を図ると同時に、サケ

の産卵に配慮した工事実施が求められる。 

図-12 恵庭市街地におけるサケ等の産卵床確認状況

サケの産卵環境を維持・創出するにあたり、新たな河

道掘削面においてサケが産卵（産卵範囲を拡大）できる

ようにするためには、拡幅箇所における低水路の敷高設

定が重要となる。設定の条件としては以下が挙げられる。 

① 平水位程度であること（樹林化抑制を考慮） 

② 掘削面においてサケの産卵時期に最低限必要な水

深（サケの体高程度）が確保されること 

以上の条件に加え、工事実施時の濁水対策、産卵床へ

の影響軽減（冬季施工となることを考慮）を勘案すると、

図-13に示すような河道掘削手法が考えられる。 
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図-13 サケの産卵に配慮した河道掘削の概要図

６．まとめ 

漁川は魚類等の生息環境や産卵環境など、豊かな自然

環境を有している。本報では、これまで実施してきた河

道掘削等の工事による河川環境への影響が懸念されたた

め、この事後評価を行うためのモニタリングを実施した。

その結果、寄せ石の流水による流動と河床材料の供給、

不連続な掘削による河岸微地形の創出など、計画時に設

定した河川環境目標を達成し、魚類等の生息状況も良好

な箇所が確認された。一方で、寄せ石が十分に冠水せず、

礫材が流動せずに固定化し、再樹林化が確認された箇所

も見受けられた。 

漁川では、工事実施後に発生した課題に対して順応的

管理として河道整正を実施することにより、No.1及び

No.2モニタリング地点に見られるような多様な水際環境

（水辺移行帯等）が維持できている。また、第3号床止

工において帯工の落差が大きく、カワヤツメの移動連続

性に影響を与えていたが、今回、試行的な順応的管理と

して石組みを実施し、落差の解消を行っている。 

今後は、特にサケの産卵に配慮が必要な区間での河道

掘削を予定しているため、当初から生態系に配慮した河

川整備を計画し、適切な順応的管理を実施することが重

要であると考える。引き続きモニタリングを実施し、良

好な河川環境の維持・改善を行う方針である。 
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