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 平成30年7月豪雨を踏まえ、平成30年から防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対策に

より、流下阻害等によって著しい洪水氾濫被害が想定される河川について掘削・樹木伐採を実

施している。実施にあたっては掘削・樹木伐採後の再樹林化が懸念されることから、維持管理

方法・コストの増大が課題となる。本論は豊平川における掘削・樹木伐採後の再樹林化抑制の

取組や再繁茂抑制方法について事例を報告する。 
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1.  豊平川の概要 

 豊平川は、札幌市と千歳市の境にある小漁山を源とし

て、白井川、真駒内川、月寒川、厚別川が合流し、石狩

川に合流する幹川流路延長72.5km、流域面積902㎢の石

狩川1次支川である。真駒内川から下流は扇状地を形成

し札幌市の市街地を河床勾配1/150～1/300の急勾配で貫

流した後、雁来付近から下流は1/1000以下の勾配となる。 
 

2.  豊平川の河道変遷 

平成18年9月に策定した豊平川河川整備計画では、戦

後最大規模の洪水である昭和56年8月下旬降雨により発

生した洪水流量を安全に流下させることを目標に、河道

断面が不足している石狩川合流点からKP7.0付近まで河

道掘削を実施するものとしている。また、河道内の樹木

管理については、動植物の生息・生育の保全等に配慮を

行うが、洪水時には水位の上昇や流木の発生原因となる

ため、河道内の樹木状況を把握し、洪水の安全な流下に

支障とならないように適正な河道管理を行っている。低

水路については、堤防や水衝部の保護のために、低水護

岸を部分的に実施し、昭和46年以降に進められた河川の

空間利用（高水敷利用）促進のための高水敷整備と共に、

市街地両岸の低水護岸が連続化した。これらにより低水

路幅が概ね100m程度を有する河道となっている。その

後昭和56年洪水などの大規模な洪水に伴い、低水路内の

澪筋が固定化されるなどで、各区間ごとに特徴のある河

道が形成されてきている。 
 

3.  豊平川の区間ごとの河道状況 

(1) KP7.0～KP13.4（雁来大橋～1号床止） 
砂州上に更なる堆積が著しいが、最深河床高は大き

く変化していない。砂州上は樹林化している区間も

存在する（図-1、写真-1）。 

 

図－1 下流区間の河道変化 

 

土砂堆積・樹林化

写真－１ KP10.8付近 
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(2)   KP13.4～KP17.4（1号床止～8号床止） 
 砂州上に更なる堆積と共に河床の洗掘が著しく、河道

内での堆積と洗掘が2極化している。砂州上は樹林化し

ている区間も存在する（図-2、写真-2）。 

 

図－2 中流区間の河道変化 

 

KP15.8付近（5号床止下流）の砂州堆積と局所洗掘

土砂堆積・樹林化 局所洗堀

 
写真－2 KP15.8付近 

 

(3)   KP17.4～KP21.2（8号床止～上流管理区間） 
砂州上には土砂の堆積は進行していないが、樹林化

が進行している。また、局所的に洗掘が進行してい

る（図－3、写真－3）。 

 

図－3 上流区間の河道変化 

局所洗堀

 
写真－3 KP20.0付近 

図－4 豊平川 箇所図 

  4.  河道内の樹林化への対策 

札幌開発建設部管内の各河川において、計画的に河道

内及び高水敷等の樹木伐開を行っている。前項で述べた

とおり、豊平川では、砂州の固定化・堆積により樹林化

が進行している区間もあり、計画的に伐開等を実施して

きたところである。そのような中、平成30年7月豪雨を

踏まえ、防災・減災、国土強靱化のための3カ年緊急対

策として、樹木繁茂、土砂堆積等による洪水氾濫の危険

箇所の緊急点検を行い、流下阻害により洪水氾濫による

著しい被害が生ずる等の河川について、樹木伐開等の緊

急対策を全国的に実施することとなった。札幌開発建設

部管内でも石狩川、豊平川、夕張川、幾春別川、空知川

などの大河川及び、中小河川でも緊急的に伐開等を実施

しているところである。ただし、伐開後に再樹林化し、

数年後に同じ状況とならないように、各河川の河道特性

を考慮し再樹林化の抑制について、検討を行っていると

ころである。  
本論では、豊平川について、過年度に実施した再樹林

化の抑制試験工事の事例と、上記の緊急対策で砂州上の

伐開及び掘削箇所の再樹林化の抑制試験工事の事例を紹

介する。 

5.  砂州切り下げ試験１ 

最初に述べる試験工事については、平成28年度に実施

した工事である。豊平川のKP18.30～KP20.60区間におい

て、河床低下の進行により、既設低水護岸崩壊を防ぐた

めに、根継ぎ護岸を実施している。この際、根継ぎ護岸

前面の樹林化していた箇所の伐開を実施した。護岸敷設

後の埋戻し高さの設定にあたっては、現況の河床高まで

埋戻す工法を採用している。積雪寒冷地では、融雪出水
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時期とヤナギ種子の散布時期が同時期であるため、融雪

出水で堆積した土砂（裸地）にヤナギ種子が着床するこ

とが樹林化の一つの要因となる。 

このため、ヤナギの種子侵入時（散布時期）に冠水す

ることで、種子が定着しないように樹木の侵入を抑制す

ること、種子が定着した場合でも出水時の砂州の攪乱に

より樹林化を抑制することに着目し埋戻し高さを設定し、

試験的に工事を実施した。 

現地の河床材料はD60=90mm程度であることから、樹林

化抑制の指標となる摩擦速度の2乗u*²は、222cm²/s²

（u*=14.9cm/s≒0.15m/s）～が目安となる（「樹林化抑

制を考慮した河岸形状設定のガイドライン（案）」よ

り）。高さの設定については、2次元流況解析（IRIC-

Nays2D）により解析モデルを作成し、解析流量は、融雪

期（4月～6月）の最大流量の10カ年平均である299m³/s、

最小流量148m³/sとした。最小流量でも摩擦速度0.15m/s

を確保できるため、砂州の標高を41.5mとし、現況砂州

高42.57mから1.07m下げた高さまで埋戻すこととした(図

-5)。平成29年融雪期の5月においては、砂州は冠水して

いたが、6月に入ると数日冠水する状況であった（図-

6）。 

平成29年6月22日の藻岩観測所融雪ピーク水位38.14m

をH-Q換算した場合、流量は225m³/Sとなり、砂州の切り

下げ箇所の摩擦速度は、u*=0.15m/s程度となる。（2次

元流況解析（IRIC-Nays2D）により算出）よって攪乱が

期待される摩擦速度が発生したことがわかる（図-7）。 

また、平成29年の砂州切り下げ工事以降、当該砂州は

毎年の融雪出水で冠水し、礫河原を維持しており、ヤナ

ギの侵入・定着は見られていない（写真－4～写真－9）。 

なお、埋戻し直後の3月と冠水後の8月で現地の粒度分

布を比較すると、2mm～40mmの土砂が流出している状況

が現地調査で確認できた。攪乱により大規模な土砂の流

出にまで至っていないが今後も状況を確認していくこと

としている（図-8）。 

 

 

図－5 切り下げ断面図 
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図－6 切り下げ箇所の水位実績 

 

砂州切り下げ区間

 

図－7 2次元流況解析（IRIC-Nays2D） 
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図－8 土砂の移動分布 

 

 

写真－4 砂州の切り下げ直後（H29.3.16） 

 

 

－ 734 －



Masahiro Watanabe, Kazunobu Watanabe, Gen chuujou 

 
写真－5 砂州の切り下げ後（H29.6.16） 

 

 
写真－6 砂州の切り下げ後（H29.8.17） 

 

写真－7 砂州の切り下げ後（H29.8.17） 

 

 

写真－8 砂州の切り下げ後（H30.7.19） 

 

 

写真－9 砂州の切り下げ後（R1.8.6） 

 

 5.  砂州切り下げ試験２ 

  次に述べる試験工事については、令和元年度に緊急

対策のために実施している工事である。豊平川のKp11付

近は、河床勾配が1/1000程度の勾配となる変化点である。

河川の勾配変化点の上流箇所については、土砂が堆積す

る傾向であり、堆積した土砂に樹林化する場合が多い。

ただし、kp11付近より上流箇所の砂州は、樹林化せず維

持されている箇所を複数確認している。このため、樹林

化抑制の指標とする摩擦速度は、ガイドラインに加えて、

砂礫河原が維持されている箇所に作用する摩擦速度を水

理計算によって求められた、平均年最大流量時

（450m
3

/s）に、摩擦速度の2乗u*²は、300㎝2/s2が作用す

る砂州高を設定し伐開後に砂州の切り下げにより再樹林

化を抑制することとした。 

また、当該区間においては、過去からサケの良好な産

卵場となっており、サケの産卵場を復元する観点から、

サケの産卵期（9月～12月）の最低水位に設定し、低水

路幅の拡幅を行うように検討した(図-9）。出水期の1/2

確率規模である370m3/s について、摩擦速度を確認し、

50ｍを安定川幅として設定した(図-10）。この幅によっ

て、過度な堆積や浸食が発生せず安定した河道を期待し

ているものである。なお、現地状況については、環境保

全等に配慮する観点から有識者等と合意形成を図り進め

ている。 

 

 

低水路拡幅：サケ遡上期の最
低水位

安定川幅：50m
（河床幅40m）まで拡大

対策１：低水路拡幅

対策２：
砂州掘削

砂州切り下げ：樹林化抑制が
可能な高さ

樹木伐採

現況河道の低水路（幅：約80m）

低水路
河岸まで

平均年最大流量流下時の水位

サケ遡上期の最低水位

 

図－9 サケ産卵環境、樹林化抑制に配慮した掘削断面 
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図－10 河道幅の検討 

 

今年度の施工に関しては、産卵期の施工であったため、

産卵床の保護の観点から、再樹林化を抑制する高さまで

の砂州の切り下げ（1次施工）とし、来年度以降にサケ

の産卵床として期待する高さまで掘削する2次施工を予

定している。掘削後は現地状況のモニタリングを行う予

定である（写真－10、写真－11）。 

 

 

写真－10 平和大橋上流 施工前 

 
写真－11 平和大橋上流 1次施工後 

 

 

 

 

6.  まとめ 

 豊平川においては、低水路の砂州が堆積や局所洗掘に

より、樹林化している特性がある。この特性を考慮し、

河道の維持や樹林化の抑制を実施しなければならない。 

 その中で砂州の敷高の設定によって河道の維持ができ、

施工後約3年経過しても樹林化を抑制出来ている。この

ことにより、通常の維持管理のための人員やコストを縮

減することが出来ている。また、サケの産卵場を復元す

る区間についても、今後2次施工を行い追跡調査を実施

する予定である。 

これらの箇所については、規模の大きな出水後の状況

や、サケの産卵床を復元する箇所において、モニタリン

グを実施し河道の状況を把握し、適切な河川及び河道の

維持管理を行っていきたい。 

本論は豊平川の特性を考慮した、埋戻し掘削方法によ

る樹林化抑制について報告したが、札幌開発建設部管内

において、各河川の特性を考慮し樹林化の抑制方法を検

討している。また、全道の河川においても同様の課題が

あることから、様々な知見を収集し、適切な河川及び河

道の維持管理を行いたい。 
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