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治水の杜づくり20年の取り組み
―帯広河川事務所の取組報告―
帯広開発建設部 帯広河川事務所 計画課 ○ 杉本 俊
加藤 康徳
岡田 幸七
近年、2015年（H27）9月関東東北豪雨災害、昨年10月の台風19号による災害など計画規模を
超える降雨により、河川堤防の決壊を伴う大きな災害が頻発している。帯広河川事務所では減
災や良好な河川環境の創出、地域連携を目的として、地域の小学生と協働し、堤防沿いに十勝
地方在来の樹木を植樹する「治水の杜づくり」を2000年（H12）より実施している。
本報では「治水の杜づくり」の実施経緯など20年の取り組みについて報告する。
キーワード：樹林帯、住民参加、生態学的混播・混植法
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はじめに

帯広河川事務所の管轄では、2016年（H28）の洪水に
より、十勝川水系札内川、音更川において護岸の洗掘や
堤防決壊が発生した。（写真-１）
全国的にも2015年（H27）関東・東北豪雨災害で鬼怒
川において発生した越水や、堤防決壊を踏まえ「水防災
意識社会再構成ビジョン」が策定される等、社会全体で
被害を防止、軽減させる取り組みが重要になっている。
本報では、河川氾濫に対する減災を目的に、帯広河川
事務所が20年にわたり取り組んでいる「治水の杜づくり」
について報告する。

2

＜目的＞
「治水の杜」の目的は大きく以下の三点である。
1. 氾濫流の流速低減：破堤や越水が起きた際に氾
濫流の流速を抑え被害を軽減する。(図-１)
2. 水防資材：樹木を木流し工等の水防資材として
利用する。
3. 自然豊かな河川環境の創出：連続した樹林帯の
整備によって野生動植物が生息・生育する自然
豊かな河川環境を創出する。
このほか、住民の憩いの場、生物・自然学習の場とし
ての効果も期待できる。

治水の杜があると

治水の杜づくりについて

(1) 「治水の杜」とは
「治水の杜」とは、十勝地方在来の樹木を利用し、堤
防に沿って堤内側に設置した樹林帯のことで、樹林帯を
整備することを「治水の杜づくり」と呼称している。
「杜」とは神社の周りの森林のことで「治水の杜」には
地域を洪水から守る鎮守の杜の意味がこめられている1)。
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写真-１ 札内川堤防決壊箇所（H28）
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図-１ 治水の杜の効果(比較)
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(2) 帯広河川事務所における治水の杜づくり事業
a) 実施状況
帯広河川事務所では管内の十勝川、音更川、札内川の
3河川で2000年(H12)より治水の杜づくりを行っており、
十勝川は2008年(H20)、音更川は2015年(H27)に完了し、
札内川は事業継続中である。
3 河川での計画延長は 21.8km で、このうち 2019 年現
在、15km まで植樹が終了している。（図-2）
なお、治水の杜は広義には「樹林帯」「砂防林」「緑
の回廊」等の総称で2)、帯広市の市街地に面している十
勝川右岸および札内川左岸は1994年(H6)以降の「緑の回
廊」づくり（帯広市）などによって植樹済みである3)。

＜具体的な手法＞
混播法では地域の樹木から種子を採取し、貧栄養で育
てた小さな苗（可能なら数十種）を貧栄養の土ごと植樹
する。貧栄養で育てるのは、堤防法面のような貧栄養の
盛土箇所に肥沃な土壌で育てた苗を植えると枯れる場合
が多いからである4)。植樹は、基盤整備として直径3mの
円形の区画（植樹ユニット）を造成し、各ユニットにビ
ニールポットに移植した苗を10個、10種類程度ずつ植樹
する。植樹ユニットは地域の自然の樹木密度を参考に、
200～400ユニット/haの密度で配置している。
＜混播法の利点＞
1. 一つのユニット内の多種の苗（樹木）同士が競
争・淘汰することで、最終的にその場所に最も
b) 実施体制
適合した樹種が育つ4)。
治水の杜づくりは整備箇所付近の小学校と協働で実施
2. 成長が速く早期に樹林を形成する先駆性樹種と
しており、これまでの20年間で四つの小学校（幕別町立
成長が遅く極相林を形成する持続性樹種の双方
札内北小学校、音更町立木野東小学校、帯広市立愛国小
を植えることで自然の遷移が再現される4)。
学校・川西小学校）の延べ2,000人弱の児童が参加した。
3. 基本的に間引き等の大掛かりな維持管理は不要
また、小学校のほか、2010年までは市民団体（延べ約
なので維持管理費を低減できる。
130人）や地先地方自治体（延べ約30人）にも植樹の際
に協力いただいた。あわせて、これまでに延べ2,000人
以上が参加した。（図-３）

3
c) 生態学的混播・混植法
＜生態学的混播・混植法とは＞
治水の杜づくりの植樹には生態学的混播・混植法（以
下、「混播法」という。）を用いている。混播法は、工
事などによって自然林が消失した箇所を対象に地域在来
の樹種によって自然に近い樹林の再生を目指す植樹手法
4)
である。1991年に北海道工業大学（現北海道科学大学）
と北海道開発局開発土木研究所（現国立研究開発法人土
木研究所寒地土木研究所）が共同開発に着手し5)、以降、
約30年にわたって実績を積み、北海道内の植樹面積は
65ha以上に達している6)。また、近年では宮城県の東日
本大震災被災地での緑化にも用いられている7)。

治水の杜づくりの実施状況

(1) 小学校との協働
治水の杜づくりにおいて、地域の小学校と年2回（夏
季、秋季）の協働作業を行っている。協働作業は小学校
の授業時間内に行っている。
夏季は主に種子採取、播種（苗箱作成）を行い、秋季
は主にポット苗作成（苗箱で育成した苗を園芸用ビニー
ルポットに移植する作業）と植樹を行っている。（図４）また、授業では始めに治水の杜づくりの意義や目的
について説明し、理解や関心を深めた上で作業を行って
いる。
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d) 植樹ユニットの造成（基盤整備）
植樹に先立ち、基盤整備として植樹ユニットの造成を
行う。植樹ユニット造成では直径3mの円形状に表土を天
地返ししたりマルチングを施したりする。マルチングと
は、雑草繁茂抑制や乾燥抑制を目的に砂利や木チップを
敷き詰めることである。近年は雑草の繁茂を抑制するた
b) 播種（苗箱作成）
めに、植樹前の2年間程度、防草シートで覆って表土に
採取した種子を、ほぐしたり果肉を取り除いたりなど、 含まれる草本を枯死させることを行っている。防草シー
播種できるようにする処理を行って（以下、「精選」と
トは植樹の直前に取り外す。（写真-５）
いう。）、その後、発泡スチロール容器に土を入れた苗
箱に播く。精選、播種、それぞれ種子の形態に応じ適し
た方法で行っている。
なお、時期的に熟した種子の採取が困難な場合は別途、
事前採取しておいた種子を用いる。（写真-３）
(2) 実施内容
a) 種子採取
児童が安全に活動できる校庭や公園で種子を採取して
いる。学校の周辺に適当な採取場所がない場合はバスで
移動することもある。（写真-２）

c) ポット苗作成
前年～数年前に播種され苗箱の中で成長した実生苗を、
後の植樹に向けて園芸用ビニールポットに移植する。
（写真-４）
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図-４ 治水の杜づくり 経年の流れ

写真-３ 児童による精選作業(上)、播種作業(下)

写真-２ 児童による種子採取

写真-４ 児童によるポット苗作成作業
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e) 植樹
植樹ユニット1箇所あたり10個のポット苗を植樹する。
全体で数十種程度のポット苗を用意し、各植樹ユニット
に10種ずつ、極力、先駆性高木種、持続性高木種、低木
種をそれぞれ含むよう組み合わせる。（写真-６）
植樹後、10個の苗について植樹ユニット内の配置と樹
高を記録する。
(3) 追跡調査
a) 樹木成長追跡調査
植樹後の定着状況、成長状況を把握することを目的に
追跡調査を実施している。追跡調査では定着状況（生枯
の判断）、樹高、胸高直径を計測している。近年は植樹
後5年、8年、14年、20または25年経過した植樹区を対象
に、各植樹区から30ユニットを抽出して追跡調査を行っ
ている。調査対象の経過年数の意味合いは次のとおりで
ある。

植樹後5年目：成長が遅い持続性高木種が樹高1m
程度に成長し、定着状況の確認が可能である。
植樹後8年目：先駆性高木種が枝打ちが必要な樹
高（5～6m）に達する。枝打ち要否の判断を行う。
植樹後14年目：持続性高木種が枝打ちが必要な
樹高（5～6m）に達する。枝打ち要否の判断を行
う。
植樹後20（または25）年目：十分に成長した樹
木の状況を把握する。
2018年（H30）に実施した、植樹後14年目のH16植樹区
の追跡調査結果を表-1に示す。（写真-７）
持続性高木種の定着率56%を年平均に換算すると95.9%
である。定着率がこのまま推移すると仮定して、混播法
において植樹した樹木の競争が安定し次世代の生産を始
めるとされている30年目4)を推定すると、定着率は約30%
となる。これは30ユニットで43株、平均で各ユニットに
1～2株生育ということになり、ここまでのところ樹木の
定着は順調であると言える。
このまま樹木の競争が進み順調に定着するか、引き続
き調査を行う。

表-1 追跡調査結果（植樹後 14 年目）

種類
持続性高木種
先駆性高木種

植樹
株数※

定着率

平均
樹高

平均
胸高直
径

143
7

56%
43%

4.7m
7.5m

8cm
15cm

※ 直径2mの植樹ユニットに5株植栽、30ユニットで計150株

写真-５ 防草シートに覆われた植樹ユニット

写真-７ 植樹後 14 年目の H16 植樹区

写真-６ 児童による植樹
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b) 鳥類調査
2018年に事業の目的の一つである「自然豊かな河川環
境の創出」の観点から、植樹後18～20年の植樹区の延長
4.1㎞を対象に鳥類調査を実施した。調査内容は、繁殖
期ラインセンサス法1回、冬季古巣調査1回である。
調査の結果、繁殖期に12種25個体の鳥類を確認した。
うち、11種24個体が樹林性鳥類であった。古巣調査で確
認した古巣の巣材、サイズから推定される種と繁殖期ラ
インセンサスでの確認種と照合した結果、ベニマシコ、
カワラヒワ、キジバトの3種が営巣したと判断した。
（写真-８）十勝川中流部の帯状ヤナギ林を対象とした
既存調査と比較すると、確認種数は同程度であったが
（既存調査は14種）、確認個体数は1ha当たりの比較で
1/2程度であった。
これらの調査結果から、治水の杜では一部の鳥類が営
巣地として利用しているとともに採餌やソングポスト
（囀りの場所）として飛来し利用している。（写真-9）

c) 哺乳類調査
2018年に鳥類調査と同様、植樹後18～20年の植樹区の
延長2.8㎞を対象に哺乳類調査を実施した。調査内容は、
目撃法・フィールドサイン法（秋季・冬季、各1回）、
無人自動撮影法（秋季1回）である。
調査の結果、治水の杜でエゾリス、キタキツネ、イタ
チ属の一種（ニホンイタチ等が考えられる）の3科3種を
確認した。エゾリスは多数のクルミ食痕のほか、生体、
古巣が確認された。（写真-10）
堤防の堤外側法面ではトガリネズミ属の一種、ネズミ
科3種（ヤチネズミ属の一種、エゾアカネズミ、ドブネ
ズミ）、キタキツネ、イイズナの4科6種が確認された。
これらの調査結果から、治水の杜はエゾリスをはじめ
一部の哺乳類の生息環境（繁殖、採餌、貯食）となって
いることが確認された。

4

写真-８ 確認した古巣
（左：キジバト、中：カワラヒワ、右：ベニマシコ）

まとめ

十勝川、音更川、札内川の 3 河川で 2000 年（H12）よ
り行ってきた治水の杜づくりでは、これまで樹林の定着
は順調に推移し、環境面では樹林性鳥類やエゾリス等の
生息場所となっていることを確認した。
また、治水の杜づくりは今年で 20 周年になるが、毎
年欠かすことなく事業を継続出来ており、協働して頂い
ている小学生の環境教育や防災教育の場となっている。
治水の杜は成長過程であるが、これまで順調に推移し、
環境教育、防災教育の点でも一定の効果が確認されてお
り、今後も引き続き、治水の杜づくり及びフォローアッ
プ調査を継続して行い、地域防災力の向上、防災教育に
取り組む環境づくりへの支援に努めていく方針である。

写真-１０ 左：エゾリス生体、右：エゾリス古巣

写真-９ 調査地樹林（9 月末）
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