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輪厚川の河川改修について
―治水・維持管理・環境に配慮した整備を目指して―
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広大な低平地に位置する千歳川支川の輪厚川は、勾配の変化に富んでおり、近年河道整正を行っ
たものの土砂堆積傾向にあり、流下能力が不足している。河道計画の検討にあたっては、市街地を
貫流し市民の憩いの場として利用されていることから、親水性への考慮が必要である。本論文は、
治水面は基より維持管理や環境に配慮した整備が求められる輪厚川の河川改修について工事に向け
た設計事例を報告するものである。
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1. はじめに
輪厚川は、流路延長14.2km、流域面積26.6km2の石狩川
水系千歳川の一次支川で（図-1）、標高7ｍ未満の低平
地で千歳川と合流している（図-2）。そのため千歳川本
川の高い水位の影響を受けやすく、平成17年に策定され
た「石狩川水系千歳川河川整備計画」では、背水対応の
堤防整備のほかに、流下能力不足から河道掘削が位置づ
けられている。
また、上流部は北広島市街地を貫流しており（図-2）、 写真-1 河川利用状況(1)
河川空間は散歩やサイクリングなど地域住民が親しむ憩
いの場として利用されている（写真-1、写真-2）。
本論文は、輪厚川の河川改修に向けて、治水・維持管
理・環境に配慮した設計事例を報告するものである。

図-1 輪厚川位置図
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写真-2 河川利用状況(2)

図-2 千歳川流域の標高区分図と市街地位置図

2. 輪厚川の現状
土砂堆積・植生状況・河川利用の観点から輪厚川の現
状分析を行った。
(1) 土砂堆積
輪厚川では、平成7～12年度にかけて護岸敷設の河道
整正により、約4mだった低水路幅を8mに拡幅したが、
その後掘削土量の約5割が再堆積している。横断変遷図
（図-3）から、直近の横断成果である平成22年の低水路
幅は約4mで、河道整正前の平成7年の形状へ近づきつつ
あることが分かり、堆積傾向が確認できる。
(2) 植生状況
平成12年度に河道整正を完了したものの、その後低水
路法尻部がヤナギ類により樹林化したため、定期的な伐
採による維持管理を必要としている。平成25年度の伐採
前（写真-3）と伐採後（写真-4）の様子の比較を示す。
また、KP2.0より下流においてヨシの繁茂も確認されて
おり、流下阻害の原因となっている（写真-5）。

写真-3 平成 25 年度伐採前

写真-5 ヨシの繁茂状況

写真-4 平成 25 年度伐採後

写真-6 指定区間の整備状況

(3) 河川利用
北広島市街地を貫流しているため、堤防天端の管理用
道路は、周辺住民によって散歩やサイクリング、また近
隣の学校への通学時にも利用されており、幅広い世代の
市民に親しまれている（写真-1、写真-2）。
また、指定区間のKP2.4付近は、北海道が多自然川づ
くりを実施しており、親水性が高い河川となっている
（写真-6）。

3. 現状の要因分析

図-3 横断変遷図

土砂堆積傾向にあり、植生の繁茂がみられる輪厚川の
特徴を踏まえ、河道計画に反映させるため、要因につい
て分析した。
(1)土砂堆積の要因分析
KP0.2～2.2の整備区間に比べ上流の指定区間の勾配は
急傾斜であり(図-4)、低水路断面は上下流ともに概ね同
一形状である。摩擦速度（掃流力）は、勾配の平方根に
比例するため、勾配が強く作用し「上流掃流力＞下流掃
流力→河床上昇」の関係となる。実際に、摩擦速度を算
出すると、指定区間で25cm/sであるのに対し、整備区間
は20cm/sと20%低い結果となり、土砂が整備区間に堆積
しやすい水理特性であることがわかった。
(2) 植生状況の要因分析
植生は水深10cm程度であれば成育できるため、単純な
拡幅は河道内に草が繁茂する原因となる1)（図-5）。輪
厚川でも平成12年の整正後、河道が拡幅され水深が低下
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図-4 縦断図（平均河床高）
し、草本が低水路部に侵入したと考えられる。
また草本が低水路部に侵入した場合、水流が妨げられ、
河道外側の粗度が中心部よりも大きくなる。一般的な河
道を考えたとき、粗度が大きいと水位は高くなり、水面
を一定にするよう河道中心側に向けて２次流が発生する
（図-6）ことが知られている。平面二次元河床変動計算

による検証結果から、輪厚川においても２次流の発生に
より、掃流土砂が河道外側に押されて、低水路法尻部に
堆積したことを確認した。また、法尻部の堆積により澪
筋が固定化して直線化につながったと考えられる（写真
-7）。

防拡幅で整備することとしていた。しかしながら、輪厚
川は整備区間上流が北広島市街地を貫流しているため、
堤防拡幅による社会的影響が大きいことが課題であった。
そこで、本検討では引き堤による整備ではなく、低水路
の法面勾配を0.5割と急勾配にすることが可能な積みブ
ロック護岸工を用いることを検討した。積みブロック護
岸工を使用し、堤防拡幅による市街地への影響を少なく
4. 河道計画検討
しようとした場合、流下能力確保には低水路幅15mが必
分析した要因を踏まえ、治水・維持管理・環境に配慮
要となった（図-7）。
し、輪厚川の河道計画を検討した。
現況及び計画の横断図の比較（図-9）に示すとおり、
土砂堆積の影響で現況約4m程度となっている低水路幅は、
(1) 低水路計画検討
河道掘削と積みブロック護岸工を用いた整備により、約
輪厚川では、平成7年から低水路幅8mで河道整正を実
4倍に拡幅されることとなる。
施したが（図-7）、その後平成14年に「河道計画検討の
なお、計画断面の河道安定性を検証するため、一次元
手引き2)」で樹木等を考慮して流下断面や粗度係数を設
河床変動計算で30年後の土砂堆積を予測したところ、千
定することが定められ、平成17年の「石狩川水系千歳川
歳川との合流部付近においてやや堆積が予測されたもの
河川整備計画」では、低水路幅を10mにする方針（図-7、 の、全体的に安定傾向が示された（図-10）。
図-8）で計画された。
整備計画では、低水路の法面勾配は2割で設定されて
おり、必要な流下断面を確保するため、引き堤による堤

図-7 低水路幅

図-5 河道拡幅による植生繁茂
図-8 計画横断図

図-9 現況と計画の横断面図比較

図-6 ２次流の発生と土砂堆積

写真-7 現況の澪筋
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図-10 土砂堆積予測結果

(2) 低々水路計画検討
単純に約4mの現況河道を拡幅すると水深の低下による
植生繁茂（図-5）や、魚類の生息環境の悪化が危惧され
る。そこで、澪筋となる「低々水路」の形成について検
討した。
a)低々水路の基本形状
・横断形状
樹林化の原因となるヤナギ類は、5～6月の融雪期に種
子を散布し、種子が裸地部に着床して成育する。そのた
め、対策として低々水路と低水路の河床に十分な比高差
を設け、融雪期の種子の着床を防ぐことが有効である3)。
また、陸地となる低水路部においては、現在ヤナギ類
が繁茂していない高水敷や堤防法面の掘削土を活用して
表土復元を実施することで、ヤナギ類が侵入する前に乾
性植物を定着させる。
湿性植物であるヨシは、水深の浅い箇所や、冠水頻度
の高い箇所で成育しやすい1)。そこで、澪筋となる低々
水路では、30cm以上の水深を確保し、陸地となる低水路
部との比高差を、50cm（豊水位40cm＋余裕高10cm）確保
することで、澪筋と陸地部をしっかりと区分し繁茂抑制
を図る。
さらに、魚類の遡上に必要な水深は、体高の2倍程度
が目安であり4)、水深30cmを確保することで、サクラマ
ス（平均的な体高13.9cm）などの大型魚類の遡上が可能
となる。
以上の検討より決定した横断形状を断面図（図-11）
に示す。
・平面形状
低々水路の平面形状において自然的な変化を持たせ、
生物生息環境及び良好な河川景観を創出するため、蛇行
流路を基本とした。

図-11 低々水路横断図

図-12 低々水路平面図
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なお、蛇行流路を維持するためには、洪水時の摩擦に
よる水衝部の洗掘及び直線化を防ぐ必要がある。そのた
め、巨石を配置（図-12）することで河岸の浸食を抑え、
安定的な流路形成を図る。巨石の粒径については、多自
然川づくりが実施されている区間において、概ね30cm～
60cmの石材により、水際部を固定している（写真-8、写
真-9）ことを踏まえ、同程度のものを使用することとし
た。
・縦断形状
瀬・淵を形成し、縦断的な変化に富んだ魚類の生物生
息環境を創出するため、置石（図-12）の配置について
検討した。置石は出水時に偏流を生じさせ、周辺に影響
が及ぶことが危惧されるが、配置方法などは経験による
ものが多く一般化されていない。そこで本検討では、平
面二次元河床変動計算により、出水時に周辺の流速との
変化が少なくなるよう、平水時は水流に対して斜め方向
で、出水時は水流と平行になる配置（図-12）を採用し
た。
b) 基本形状の問題点
KP0.2～KP1.0の下流区間では、蛇行流路とすることで、
土砂が流れづらくなり、堆積傾向が強くなることが懸念
される（図-10）。一方で、準二次元不等流計算の結果
（図-13）から、KP2.0から上流区間は流下能力に余裕が
ないため、洪水時に支障となる置石は、極力避けるべき
である。つまり、維持管理面や治水面を考慮すると、
低々水路の基本形状を整備区間全体で適用させるのは、
困難である。そこで、設計区間をブロックに分け、それ
ぞれの縦断勾配や背後地状況、流下能力等から優先課題
を整理し、輪厚川全体で治水と維持管理、環境の両立を
図ることとした。

写真-8 多自然川づくり 写真-9 多自然川づくり実施区間
で使用されている巨石
実施区間の水際部

図-13 準二次元不等流計算水位（流量：190m3/s）

図-14 低々水路ブロック図
c) 設計区間のブロック分け
河道の特性を踏まえ、設計区間をＡ、Ｂ、Ｃの３つの
ブロックに分割した。それぞれ特徴を位置図（図-14）
に示す。
下流部のＡブロックでは、土砂堆積予測の結果(図10)を踏まえ、低々水路は維持を優先し、土砂が流出し
やすい直線的な流路とする。
中流部のＢブロックは、河床高が安定傾向(図-10)で、
背後地は市街地であることを踏まえ、河川環境や景観に
配慮する。低々水路は蛇行流路を基本とし、置石の配置
等により瀬・淵を積極的に形成することで自然的な変化
に富んだ環境を創出する。
上流部のＣブロックは、流下能力に余裕がない(図13)ことから、治水面を優先し、置石は配置せず洪水時
の流況を安定させる。ただし、低々水路の流路について
は、背後地が住宅地であり、景観に配慮するため、やや
直線的に蛇行させる。

図-15 改修イメージ図

5. 各部の整備イメージ
護岸工、高水護岸工及び階段工の整備方針についてそ
れぞれ検討し、全体の改修イメージを作成した（図15）。
(1) 護岸工（積みブロック）
輪厚川は後背地が住宅地であるため、堤防を拡幅する
と移転等が必要になり、社会的影響が大きいことから全
区間で大型積みブロック護岸工で整備を行う（図-15）。
大型積みブロック工により、堤外法面を急勾配にでき、
用地買収の範囲が小さくなるが、コンクリート部材が露
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写真-10 平滑な護岸
ブロック(例)

写真-11 自然石の護岸
ブロック(例)

出にすることで、河川景観の悪化が危惧される。そのた
め、周辺景観と調和する素材を有するブロックの使用が
求められている5)。明度・彩度が大きく陰影のないデザ
インの平滑な護岸ブロック（写真-10）は、周辺景観か
ら浮いてしまうため、素材表面が適度に荒く自然な陰影
がある自然石の護岸ブロック（写真-11）を使用する。

(2) 高水護岸 （大型連節ブロック）
一般的に、高水護岸の設置面積が大きい場合、施工性
の良い大型連節ブロックが使用されるが、コンクリート
表面がむきだしになることから、無機質なイメージとな
る（写真-12）。対応策として、覆土を行うことが考え
られるが、流下能力不足となってしまうため採用できな
写真-13 客土をした
い。そこで、高水護岸設置箇所では、大型連節ブロック 写真-12 一般的な
大型連節ブロック(例)
内に客土を行い、植生が生育可能な護岸（写真-13）と
大型連節ブロック(例)
することで景観に配慮する。
(3) 階段工
階段工については、現況を踏まえ下流方向におりる通
常階段護岸工（写真-14）を設置するほか、親水性に配
慮し、広栄橋の上下流に１箇所ずつ（図-14）親水階段
護岸工（写真-15）も設置する。親水階段護岸工は低水
路巻き込み部を曲線の構造にすることで、階段工位置か
写真-14 通常階段護岸工(例) 写真-15 親水階段護岸工(例)
ら河川上下流部にかけての見通しがよくなり、親水性に
優れた開放的な河川空間の創出が期待できる。

7. 今後に向けて

今回の設計で、ヤナギの侵入抑制対策を講じているが、
輪厚川では、平成12年の河道整正完了後わずか3年でヤ
輪厚川における流下能力不足の要因について分析した。 ナギ類の繁茂が確認された。そのため、裸地化しやすい
整備区間の摩擦速度は、上流の指定区間よりも小さいた
箇所や土砂堆積が予測される区間では、重点的なモニタ
め、土砂堆積傾向の水理特性を持つ河川形状である。ま
リングが必要である。
た、草本植生が低水路内に侵入したことがきっかけとな
また、直近10カ年の流量データによる河床変動計算か
り、低水路法尻部に土砂が堆積したことを確認した。
ら30年後の将来予測を行い、治水安全度が確保できるこ
これらの要因を踏まえ、治水・維持管理・環境に配慮
とを確認しているが、近年局地的豪雨が多発しているこ
した河川改修を行うため、河道計画について検討した。
と等も踏まえ、土砂堆積が認められた場合の対策につい
ても、今後検討していきたい。
(1) 治水面について
河道掘削及び大型積みブロックを使用した堤防整備に
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