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札幌開発建設部 河川計画課

○大塚 健太
青木 康治
.

洪水時に石狩川の高い水位の影響を受ける千歳川では、流域の治水安全度向上に向け、支川
旧夕張川の河道掘削が進められている。一方、千歳川は全国有数のサケ遡上河川であり、止水
域である旧夕張川からの流水による水質等への影響が懸念されている。ここでは、旧夕張川掘
削による底質や魚類への影響について、過年度からの調査結果の取りまとめを報告する。
キーワード：影響評価、水産資源、底質、河道掘削

1. はじめに

2. 現在の水質

石狩川の支川である千歳川の中下流部には広大な低平
地が広がっているため、勾配が非常に緩く、洪水時に石
狩川本川の高い水位の影響を、長い区間に亘り受けると
いう特徴がある。洪水時に高い外水位が長時間続くこと
（背水影響）から、破堤等の危険性が高く、また流域の
雨水排水が十分にできないことから、内水被害が頻発し、
浸水被害が頻繁に繰り返されている。
以上を踏まえ、平成17年に策定された「千歳川河川整
備計画」に基づき、千歳川遊水地群の整備とあわせて、
背水影響に対応した堤防の整備と、河道断面の不足区間
における河道掘削を、千歳川及び旧夕張川をはじめとす
る支川において実施しているところである。
旧夕張川は石狩川の支川である夕張川が過去、千歳川
に合流していたことに由来する河川である。洪水時に千
歳川の流れを押し戻し、洪水被害を助長することから、
昭和12年に夕張川新水路が通水され、夕張川は石狩川に
直接注がれるようになった。旧夕張川の上流端は夕張川
と接続されておらず、止水域である。
一方、千歳川は高い透明度を誇る支笏湖が源流であり、
優れた水質を有する。千歳川は北海道において最初のサ
ケ孵化放流事業が行われた河川であり、現在も全国有数
のサケ遡上河川となっている。そのため、旧夕張川の河
道掘削に伴う千歳川の水質等への影響が懸念されている。
上記を踏まえ、当部では過年度より旧夕張川掘削に伴
う水質、底質、水産資源等の影響について調査を実施中
である。本稿では、現時点の取りまとめ結果について報
告する。

水質調査については、平成7年から26年の5月（代掻き
期）に、図-1に示す、千歳川4地点（東光橋上流、広幌
橋左岸・右岸、千歳川橋）、旧夕張川4地点（幌長橋、
馬追運河南3号運河橋、堺橋、北14号橋）、夕張川1地点
（清幌橋）の計9地点にて、水産用水基準項目（水生生
物の生息環境として維持されることが望ましい基準：
pH、DO、BOD、SS等）等の分析を実施している。
各調査地点における代掻き期のBOD及びSSの既往最
大・最小値および平成23～26年の観測値を図-2に示す。
平成26年度で旧夕張川のSSは全調査地点、BODは堺
橋を除く調査地点で水産用水基準を超過しているのに対
し、千歳川では旧夕張川合流後の広幌橋でBODが、さ
らに下流の東光橋でBOD・SSが水産用水基準を超過し
ている。
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図-1 水質調査実施地点
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図-2 各調査地点のBOD及びSS
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図-3 魚類生息環境調査地点

なお、本稿における水産用水基準は、BODについて
は、河川における自然繁殖の条件としての基準値（サ
ケ・マス・アユ以外）である3mg/L以下を使用し、SSに
ついては、河川における基準値である25mg/L以下を使用
した。
図-2より、旧夕張川のBOD・SSは千歳川に比べ高く、
また千歳川を対象に縦断的に比較すると、千歳川橋より
も旧夕張川合流後（広幌橋・東光橋）が高くなる傾向が
確認された。
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図-5 河道掘削前後の底質比較

掘削前後の底質への縦断的影響の把握を行った。
(1) 調査方法
旧夕張川KP0.0～KP16.0（400m間隔）および最上流部
のKP17.4を対象に、河道掘削前の平成19年および一部掘
削完了後の平成23年以降に調査を実施した。
調査地点毎に左岸・中央・右岸で試料採取を実施した。
左右岸の調査位置は、掘削完了区間では河床幅が18mで
あることを踏まえ、中央から8m程度の箇所とした。掘
削未施工区間については、左右岸から調査時水面幅の
1/6の地点とした。
コアサンプラーを用いて底泥厚の測定を実施したほか、
採泥器により河床表面10cm程度を採取し土質試験に供
した。本稿では紙面の都合上、底泥厚の経年変化を報告
する。

(2) 結果概要
底泥厚の縦断的変化を図-5に示す。
河道掘削範囲については、KP3.6～KP4.8を除き、細粒
旧夕張川では先述の「千歳川河川整備計画」を踏まえ、 分の堆積は見られず、底質改善に一定の効果が発揮され
平成20年より下流側から河道掘削に着手している（施工
た。KP8.8～KP9.6（24年度掘削区間）及びKP10.0～
済区間は図-3参照）。
KP12.0（25年度掘削区間）においては、細粒土の堆積が
最上流部の止水域では、基盤地質の上に、嫌気性の高
掘削翌年度の調査にて確認されており、河道掘削による
い細粒分（粘土・シルト）が堆積している状況である
基盤粘性土層の露出や、代掻き後の落水の影響等が考え
（図-4）。流量増加時には、細粒分が巻き上げられるこ
られる。
とにより、水質の悪化が懸念されることを踏まえ、河道
また、河道掘削以前より細粒分の堆積が厚く、水面幅

3. 旧夕張川河道掘削による環境影響-底質-
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図-6 旧夕張川における連柴柵工設置イメージ

図-7 幌長橋右岸の経年変化（連柴柵工設置箇所）

が広いKP15.2および止水状態にあるKP17.4については、
非改修区間であり大きな変化は見られなかった。

4. 旧夕張川河道掘削による環境影響-魚類平成22年から26年に、図-5に示す、旧夕張川4地点
（幌長橋、馬追運河合流点、堺橋上流、北14号橋）にお
いて、毎年6月、8月、12月に、4日間ずつ魚類生息環境
調査を実施した。
(1) 調査方法
各地点における魚類の採捕には、各地点の1m2当たり
の定量採集から生息密度を算出するため、投網及びエレ
クトロフィッシャーを用い、補足的にタモ網を用いた。
また、カワヤツメとモクズガニは、投網・電気ショッ
カーでは採捕しにくいため、専用漁具であるヤツメど
う・カニ篭を各地点で4篭ずつ用い、1昼夜設置の上、翌
日回収を行った。
加えて、馬追運河合流点では、運河合流点近傍の淵や
緩傾斜の水生植物の繁茂する箇所での採捕効率の向上を
図るため、曳き網による採捕も実施した。
採捕した魚類は、麻酔を施した後、種の同定を行い、
魚種別に計数した。
(2) 旧夕張川における環境保全（連柴柵工）
連柴柵工は幅広く使用される河岸保護工法であり、旧
夕張川においては、河道掘削と合わせて有堤区間への設
置、及び一部無堤区間の左岸水衝部への設置が進められ
ている。湧水・雨水に対しても多孔性を有し、水辺の水
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図-8 魚類生息環境調査結果（幌長橋・堺橋）

循環を確保できる上、平坦部にヤナギが生育することに
より、水際の木陰が形成され、魚類の生育場として機能
することが期待される（図-6参照）。
例えば幌長橋右岸（図-7）では平成20年度の河道掘削
時に施工され、現在では施工部の陸上からヤナギ類の繁
茂による張り出しが見られる。
(3) 各地点の種数・個体数（生息密度）
a) 幌長橋（図-8）
幌長橋では、連柴柵工の設置（図-7）による河岸植生
の発達により、年間を通じて多くの魚種の分布が確認さ
れており、河道掘削以降、特に掘削4 年後から、個体数
も増加傾向にある。
また、魚類の種数変化が他地点の傾向と異なっており、
モツゴ以外にもウグイ類やウキゴリが多く見られる。こ
れは千歳川からの魚類の往来による影響を受けているも
のと推察される。
b) 堺橋（図-8）
平成23年度掘削区間である堺橋では、工事後の平成24
年8 月以降に優占種がタイリクバラタナゴからモツゴに
変化し、掘削前後で比較して、種数及び個体数が増加す

橋にて確認されたが、生息密度は最大0.02尾/m2程度と、
石狩川本川の0.3～0.4%程度である。なお、カワヤツメ
幼生は砂泥域に生息するが、掘削前から幌長橋にわず
かに分布しているのみであったことから、河床の砂泥
掘削による影響は殆ど無いと判断された。
また、ワカサギは平成22年に堺橋、平成24年に馬追
運河合流点、平成24・25年に幌長橋で確認された。ス
ジエビは平成22年に堺橋、平成22～25年に幌長橋で、平
成25・26年に馬追運河合流点で確認された。またモク
ズガニは平成25年を除いて幌長橋で確認されているが、
平成26年は堺橋・北14号橋まで広範囲に確認されたこ
とから、成長のため上流域へ遡上していることが想定
される。しかしながら、これらの分布状況と、河道掘
削との関連性について、有意な分析結果は得られなか
った。

5. 結論

図-9 魚類生息環境調査結果
（馬追運河合流点・北14号橋）

る傾向にある。
モツゴは一般に低流速の水生植物帯に分布しており、
特に平成24年以降の12月は、他調査地点より個体数が多
いことから、左右岸の連柴柵工の設置により形成された
流れの緩い間隙が、越冬場として活用されたものと考え
られる。
c) 馬追運河合流点・北14号橋（図-9）
掘削未施工区間である上記調査地点では、種組成およ
び種数に大きな変化は無いものの、モツゴの個体数が増
加する傾向が見られた。
なお、冬季水温の高かった平成25年を除いて、種数・
個体数が8 月に増加し、12 月に減少する傾向を示した。
この増減には、かんがい期から非かんがい期にかけての
流量の減少と水温の低下が関係していると推察された。
d) 石狩川漁業権対象種の分布
カワヤツメ幼生は平成22・23年および平成26年に幌長
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旧夕張川の河道掘削による影響評価として、掘削前
後の底質および魚類生息状況を確認した。
底質については、一部の区間を除いて、河道掘削に
より下流細粒分の堆積量が減少し、底質改善に一定の
効果が発揮された。細粒分の堆積が見られる区間につ
いては、掘削による基盤粘性土層の露出等が一因と考
えられるが、施工から期間が経過しておらず、河床が
安定していないことも考えられるため、継続してモニ
タリングを実施し、表層土質の状況を把握して参りた
い。
旧夕張川と千歳川の合流点付近の幌長橋では河道掘削
の4 年後から、堺橋では掘削直後から2 年後にかけて、
魚類の優占種や個体数が変化していることから、魚類等
の生息環境は変化しつつあるものと判断される。
また連柴柵工の施工等、生息環境への配慮が魚類等の
種数・個体数の増加に寄与しており、現段階では、河道
掘削が魚類の生息環境に対して、大きな悪影響を与えて
いないことが分かった。特に魚類密度が大幅に増加して
いる堺橋では、優占種の変化が窺われていることから、
引き続きモニタリングを継続し、動向を把握して参りた
い。
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