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新釧路川の建設経緯と効果について
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新釧路川は釧路川改修計画（大正9年当初）による河川改修が完成して約83年の歳月が経過し
ており、今回、建設の経緯やその多面的な効果について、歴史的な遺産の観点から再度見直し
を行った。
その結果、新釧路川は、「釧路市に甚大な被害を与えた大正9年洪水を契機に開削され、洪水
対策に加えて釧路港への土砂流入を防ぎ、地域の発展を支えた施設」として平成26年度土木学
会選奨土木遺産に認定されたことから、一般の方に広く治水効果等を理解して頂く広報戦略に
ついても検討を行った。
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1. 新釧路川の建設経緯
(1) 釧路川の概要
釧路川は、北海道東部の太平洋側に位置し、その源
を藻琴山（標高1,000m）等、屈斜路カルデラの外輪山
に発し、屈斜路湖の南端から流れ出て、弟子屈原野を
流れ、弟子屈町で鐺別川、標茶町でオソベツ川等の支
川を合流し、釧路湿原に入り、さらに久著呂川、雪裡
川の支川を湿原内で合わせ、岩保木地点において新釧
路川となり、釧路市街地を貫流し太平洋へ注ぐ、幹線
流路延長154km、流域面積2,510km2の一級河川である
（図-1）。
釧路川流域には、釧路市、釧路町、標茶町、弟子屈
町、鶴居村の1市3町1村が存在し、その人口は約23万
人1）である。釧路市は流域内最大の都市であり、道東
地域の社会・経済・文化の中心地である。
(2) 明治以降の釧路の発展と課題
釧路市は明治20年代以降から水産業、林業、製紙工
場、硫黄鉱山、炭田など鉱工業が発展し、道東の拠点
として頭角を現した。それに伴って、釧路川の河口市
街地（図-2）に本格的な港湾を整備する構想が浮上し
たが、釧路川の河口部には阿寒川が合流しており、土
砂の流入対策を港湾関係者から強く望まれていた2）。
(3) 大正9年の大洪水
大正9年8月に釧路市街地のある湿原下流域171km2
（現在の釧路湿原の面積が180km2）が浸水し、床上床
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図-1 釧路川流域図
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図-2 釧路市街全景（明治 30年頃）

図-3 大正 9年洪水 浸水域と浸水状況 3）4）5）

下家屋2,000戸以上の流出・浸水等の被害をもたらす既
往最大の大洪水が発生した2）。これは釧路川流域にお
ける既往最大の洪水であり、当時釧路の新興地として
急速に発展しつつあった西幣舞地区に壊滅的な打撃を
与えた。この地区は今日、釧路市の中枢をなす繁華街
や官公庁街が連なり、北側にはJR釧路駅が立地してい
る（図-3）。
洪水発生時の天候は、大正 9 年 8 月 6 日にオホーツク
海に高気圧が広がる中で、同日朝に日本海中部に発生
した低気圧が北東へ進んだのをきっかけに道東地方一
帯に大雨が降り出し、10 日まで 5 日連続で降り続けた。
釧路測候所の記録 3）によれば、同月 8 日だけで 100mm、
翌 9 日に 79mm の集中豪雨となっており、同月 13 日ま
でに降った総雨量は釧路で 349.5mm（うち 5～10 日の合
計は 248mm）、屈斜路で 548mm、舌辛（現・阿寒町）
では 537.4mm と記録的な観測であった。氾濫した洪水
は、同月 14 日から退き始めたが、釧路市街地の被災戸
数は 1,702 戸に及び、このうち西幣舞地区だけで 1,446
戸、被害全体の 85％を占めた。
(4) 新水路の着手
大正 9 年の大洪水を踏まえ、同洪水流量を安全に流
下させるため、翌大正 10 年に釧路市街のある下流部に
おいて岩保木から河口まで現在の新釧路川となる延長
11.2km の新水路掘削を行い、河口で 4 万 2 千立方尺
（1,170m3/s）とする改修計画が策定され（図-4）、現状
の釧路市街地を迂回して直接太平洋に流下させること
による洪水対策を大正 10 年に着工した。この工事の指
揮を執るために釧路川・常呂川治水事務所が設置され、
所長には後に「釧路川治水の育ての親」と呼ばれ、昭
和 12 年に北海道庁土木部河川課長となった斉藤静脩 2）
が任命された。
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図-4 当初計画平面図

(5) 新水路の掘削と永久護岸の開発
新釧路川の掘削には、当時最新鋭の掘削システムだ
ったエキスカベーターが導入された（図-5）。これは、
回転式ベルトに取り付けた数十個のバケットが土砂を
掘り出し、運搬車に積み込んで機関車により土砂捨場
まで運び出すものであり、後に十勝川の治水事業にも
活かされることとなった。新水路の掘削土量は、機械
掘削と人力掘削を合わせて約 350 万 m3、札幌ドーム
（158 万 m3）に換算すると 2.2 個分の大規模な掘削工事
であった。
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図-8 通水式（昭和 6年 岩保木水門）
図-5 掘削機械 エキスカベーター（大正 11年）

に洪水や土砂、氷塊の流入を防ぐ役割を担った。通水
式は同年 9 月に岩保木水門の取水口において行われた
（図-8）。
なお、同時期に北海道で最初に着手した新水路とし
て石狩川下流の生振捷水路（延長約 3.6m）6）があり、
大正 7 年に着手し 14 年を要して新釧路川と同じ昭和 6
年に完成している。

2.

新釧路川の効果

(1) 新釧路川完成後の洪水被害
大正9年8月洪水は既往最大規模であったが、釧路川
流域ではその後も相次ぐ洪水被害が発生している（図9）。戦後、中上流の弟子屈町や標茶町では洪水氾濫に
より多大な被害が発生しているが、新釧路川周辺の釧
路市街地では浸水被害はほとんど発生していない。

図-6 先進的な護岸工法

昭和 35 年 標茶町

昭和 35 年 弟子屈町

図-7 現存するコンクリート護岸（KP2.0 付近右岸）

また、治水事務所の技術陣は永久護岸の原型として
全国的にも先駆的なコンクリート護岸を開発した。こ
の護岸は約 85 年の風雪に耐えて、河口から 2km 付近右
岸に現存しており、当時の技術力の高さを示している。
この工法はその後、札幌市街地の豊平川や旭川市街地
の石狩川上流の護岸にも採用された 2）（図-6、7）。
新水路の掘削工事は泥炭湿地に苦しんだものの、10
年後の昭和 6 年に新釧路川として完成した。新釧路川
の開削に伴い釧路川と新釧路川の分流点に岩保木水門
が設置され、平常時は木材流送・舟運の便を図り、洪
水時や冬期氷結期には水門を閉じることで釧路市街地
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図-9 昭和35年及び昭和54年洪水の浸水状況

(2) もし新釧路川が無かったら
新釧路川は大正9年洪水を安全に流下できるように設
計されたが、もし今、新釧路川が無くて大正9年の洪水
が発生した場合、浸水面積は全体で171km2、図-10に示
すように釧路市及び釧路町における市街化区域面積の
うち、約23％となる約12km2で浸水の被害が発生すると
考えられる。
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(4) 多様な生物環境と漁業資源
新釧路川周辺では、特別天然記念物であるタンチョ
ウ（図-13）のほか、オオワシやオジロワシ、国内最大
の淡水魚であるイトウなどの希少種が生息している。
また、新釧路川の河口から15km付近までが、日本では
北海道の太平洋沿岸のみに分布するシシャモ（図-14）
の自然産卵場となっている。河口から8.3km地点では、
サケ・マスの捕獲を行う施設（ウライ）（図-15）が設
置されており、漁業資源の維持を図る上で大きな役割
を果たしている。

約 12km2

図-10 予想浸水区域

(3) 高水敷利用
現在の新釧路川は高水敷が運動場や公園に整備され、
スポーツや散策、憩いの場として利用されているほか、
花火大会などのイベントに利用されている。（図-11、
12）

図-13 特別天然記念物のタンチョウ

図-14 釧路産シシャモ
図-11 高水敷でパークゴルフをする市民

図-12 高水敷での花火大会
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図-15 ウライによるサケ漁
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図-16 新釧路川空撮（撮影：平成 26 年 8 月）

(5) 地域の宝
新釧路川の完成により基礎地盤を掘削したことで周
辺の地下水位が低下し、泥炭地での土地利用が可能と
なった。さらに、上流から切り離され安全となった釧
路川下流は市街化が進み、新釧路川の水を利用する製
紙工場などの産業も発展した。また、釧路駅周辺は鉄
道の整備が進み、釧路港でも土砂流入の問題が無くな
ることで市街地を流れる釧路川両岸が埠頭として利用
できるようになり、釧路川河口の重要港湾釧路港は東
港区が水産業の一大拠点として、西港区は東北海道の
国際物流拠点として釧路市の発展や人口増加に寄与し
ている（図-16）。このように新釧路川は釧路湿原の遊
水機能と合わせて洪水を安全に太平洋へ流下させ、市
街地や港湾の発展を支えている地域の宝と言える。

3.

土木遺産での広報戦略

新釧路川の建設経緯や、その多面的な効果について
歴史的な観点から再度見直しを行った結果、新釧路川
は平成26年度公益社団法人土木学会の「選奨土木遺
産」7）に認定された（図-17）。「選奨土木遺産」は土
木遺産の顕彰を通じて歴史的な土木構造物の保存に資
し、人々の暮らしを支えてきた歴史的な土木施設とそ
の役割を見つめ直し、後世に伝えることを目的に平成
12年度に創設されたものである7）。今回「新釧路川」は
洪水対策に加え、釧路港への土砂流入を防ぎ、地域の
発展を支えた施設として高い評価を受けたことで選定
された。

図-17 土木遺産認定書、銘板

ている。その間、何度となく安全に洪水を太平洋に流
下させていることから、地域の住民にとっては普段か
ら当たり前として新釧路川が存在しているため、今回
の選定を契機として、一般の方に広くその効果等を理
解してもらうこととした。
(2) 広報実施状況と予定
新釧路川が土木遺産に認定されたことを受けて、釧
路開発建設部や関連自治体等で行っている広報活動に
ついて、以下に示す。

(1) 広報戦略の目的
新釧路川が昭和6年に完成して以来、約83年が経過し
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図-18

釧路新聞の一面掲載

① 土木遺産認定の報道投げ込み
認定の報道投げ込み（10月23日）と丁寧な記者対応
を行った結果、釧路新聞では一面のトップ記事に掲載
された。（図-18 ）
② 受賞の地元首長報告
11月20日 釧路市および釧路町の首長に、釧路開発
建設部數土部長が報告を行い、翌日の北海道新聞に掲
載された。（図-19 ）

⑥ 河川関係土木遺産パネル展（札幌市内）
H26年度内 札幌紀伊國屋書店本店（予定）
⑦ 受賞銘板等を用いた広報施設看板の設置
H27年度実施予定
釧路町～岩保木水門の既存広報広場
釧路市～新釧路川沿いの治水記念公園（図-21）

図-21 治水記念公園の既設看板（H3年10月設置）

4.

図-19 土木遺産認定報告
（平成26年11月21日 北海道新聞社許諾10302）

③ 釧路市、釧路町による広報
釧路町～広報誌への掲載（12月号）
釧路市～ホームページへの掲載（市長の指示により
報告の翌日、11月21日に掲載）
④ 釧路開発建設部ホームページで土木遺産認定を掲
載
平成26年12月26日開設
⑤ 土木遺産のパネル展示（釧路市内）
H27年2月中旬 イオンモール釧路昭和（図-20）
H27年2月下旬 釧路地方合同庁舎

今回、新釧路川の建設の経緯やその多面的な効果に
ついて、歴史的な遺産の観点から再度見直しを行った。
その結果、新釧路川が平成26年度土木学会選奨土木遺
産に認定された。更に、この土木遺産認定を契機とし
て、一般の方に広く新釧路川の治水効果等を理解して
いただく広報活動を実践している。
このように、土木技術者として日常的に管理してい
る施設に着目し、その施設に光を当てることの重要性
について再認識した。今後ともそのような視点を持ち
つつ、管理施設を再評価し、その結果を広く一般の方
に理解していただく取り組みを行っていきたい。
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図-20 NHK釧路支局による報道（平成26年2月6日）
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