
多自然川づくりの取り組みに関する研究について  

－これまでの整備と今後の整備－  

 

 取りまとめ担当 北海道開発局 建設部 河川計画課  

河川工事課  

河川管理課  

各開発建設部（札幌を除く）  

(独)寒地土木研究所  

 

まえがき 

「多自然川づくり」（従前の呼称は

「多自然型川づくり」であるが、本研

究では一連「多自然川づくり」と称す）

の取り組みは、護岸のコンクリートブ

ロックなどがむき出しであった頃、生

態系に及ぼす影響が懸念され、その対

策としてパイロット的にモデル事業

として実施されたのが始まりである。 

北海道開発局での多自然川づくり

の取り組みは、「A・G・S（アクア・グ

リーン・ストラテジー）全体計画」に

おいて、モデル事業を始まりとして取

り組んできた。 

全国的には、平成 2 年 11 月から本

格的な運用が開始され、現在及び今後

の河川工事の実施にあたっては多自

然川づくりの考え方を適用し、河川整

備基本方針・整備計画を策定するにあ

たっても環境に配慮した整備をする

ことを定めている。 

北海道開発局においての河川整備

基本方針・整備計画の策定状況を図－

１－１に示す。 

河川整備基本方針については、今年

度で全水系の決定を目標としており、

平成 20 年１月現在 13 水系中 10 水系

が決定している。また、河川整備計画

については、20 河川中 12 河川を策定

している。 
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図－１－１ 北海道１級水系における河川整備基本方針
    及び整備計画策定状況（H20.1 現在） 
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図－１－２ 多自然川づくりの取り組みの流れ

※開発局においては AGS 
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また、「多自然川づくり」を取り囲む環境は、平成 9 年に

河川法が改正され「治水・利水」に「環境」が加えられた

ことに端を発し、平成 14 年に自然再生推進法の制定、平成

16 年に景観法の制定といった法整備の流れにおいて活発

になり、環境に関する技術の向上、知見の蓄積がされるよ

うになった（図－１－２）。 

そこで、国土交通省は、これまでの多自然川づくりの現

状を検証し、今後の方向性について検討を行うために、平

成 17 年 9 月に「多自然型川づくり」レビュー委員会を設

置し、平成 18 年 5 月、委員会からの提言「多自然川づく

りへの展開」を踏まえ、平成 18 年 10 月に「多自然川づく

り基本指針」（以後、基本指針と称す）を策定した。 

本研究は、基本指針に掲げる適用範囲『「多自然川づくり」

はすべての川づくりの基本であり、すべての一級河川、二

級河川及び準用河川における調査、計画、設計、施工、維

持管理等の河川管理におけるすべての行為が対象となる』

を踏まえ、これまでの北海道開発局における多自然川づく

りの現状について整理し、今後の多自然川づくりについて

の取り組みについて研究を行っている。 

 

１．研究の概要  
１―１．研究の全体計画  

本研究の全体計画のフローを図－１－３に示す。 

河川整備については、河川整備計画に則り実施していくことになっているが、河川整

備計画では、整備の必要箇所とその考え方が整理されており、具体な整備や管理の方法

については、実施段階において検討し対応していくこととなっている。 

そこで、本研究は、河川整備の実施段階における多自然川づくりの取り組みとして留

意すべき事項を、これまでに実施してきた多自然川づくりの事例を主な研究素材として、

研究期間を平成 18 年度から平成 20 年度の３年間として取り組んでいるものである。 

 
１－２．昨年度の研究概要  
１－２－１．これまでの多自然川づくりについて（施工事例の分析・評価） 

昨年度（平成 18 年度）の研究では、これまでの多自然川づくりで実施してきた事例

について、現場状況や施工方法及び施工の事前・事後調査について収集・整理し、その

傾向の分析を行った。 

また、多自然川づくりは総合的な視野での評価・分析が必要であり、その中でも最も

視点度の高い「保全対象」に着目した分析・評価を行った。「保全対象」は、比較的事

後の状況が視覚的に把握しやすい「植生」、「魚類」、「鳥類」、及び「人（利用）」につい

て着目し、それぞれ同一水系内で施工した事例を対象に分析・評価を行った。 

これまで実施してきた多自然
川づくりの事例収集・整理

↓

傾向の分析

保全対象毎の分析・評価

↓

問題点の抽出

課題点のある事例の現地調査

↓

再度分析・評価

↓

課題解決のための施策検討

今後の多自然川づくりの取り
組みにおける留意事項につい

てのとりまとめ

維持管理を含めた

ガイドラインの策定

H18

H19

H20

これまで実施してきた多自然
川づくりの事例収集・整理
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図－１－３ 研究フロー



（１）．平成 16 年度以前の事例について 

これまでの分析・評価を行った多自然川づくりの事例

は平成 16 年度以前の整備で工事実施基本計画（以後、工

実と称す）に基づいた施工がほとんどであった。そのた

め、改修計画断面を整備目標としており画一的な整備を

実施している箇所が多かった。また、整備前の事前調査

や将来的な目標設定といった整備後の効果、維持管理の

方法に関して整理がなされていない事例が多かった。 

 
（２）保全対象の取り組み事例の分析及び評価 

 次に、保全対象に着目した事例の分析及び評価である

が、「植生」については石狩川下流における２つの事例を

対象とした。これらの事例は、波浪防止のために植栽と

埋枝による河岸保護を行ったもので、整備後 3 年経過した状況において比較・評価を行

い、植栽箇所の水深への配慮や、植栽の固定手法についての留意点が整理された。 

 また、多自然川づくりで整備し 10 年以上が経過した箇所では、樹木等の繁茂により

現在維持管理が必要になっている事例についても分析・評価した（写真－１－２－１）。 

この事例は、当時の計画（工実）は単断面であった河道を複断面にするといったこと

を目的に、コンクリートブロックを使用しない多自然工法を取り入れた低水護岸工事を

実施した。しかし、当初想定してなかった植生の侵入・繁茂が進み、河川整備計画に位

置づけるような維持管理の必要な区間となってしまっている。この事例については、「２．

問題点・課題点改善のための具体的な提案について」で詳細に述べる。

写真－１－２－１ 月寒川（河道整備） 
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 次に、「魚類」に着目した事例については、鵡川

の事例を扱った。低水路整備（平成 3 年及び 4 年施

工）（写真－１－２－２）と護岸災害復旧（平成 11

年施工）（写真－１－２－３）の工事である。低水

路整備は魚の休息場所を創出する巨石を配置した

結果、遊泳力が弱い魚種等の生息が可能な空間が創

出された。また、護岸災害復旧工事については、出

水により侵食され一時的に消失した河岸植生の回

復や、水制工の設置により生息する魚類等の休憩場

所を創出するなどの自然環境の保全向上を目的に

整備を行い、目的に叶った環境が創出された。 

その一方で、事後調査は実施しておらず、維持管

理計画を立案するにあたっても適度なモニタリン

グ調査は必要であることが述べられた。 

 「鳥類」については、石狩川上流のカワセミ営巣

ブロックの施工事例を扱った（写真－１－２－４）。 
かつての河岸はカワセミのような川を中心に生

息している鳥類の営巣適地である崖地部が存在し

ていたが、自然崩落や護岸工事などにより失われて

いる。このことから、鳥類の生活環境を保全し、多

自然川づくりの一環として営巣ブロックを設置し

ており、営巣実績や繁殖パターンなどのモニタリン

グ調査を行った。この調査結果から、｢鳥類営巣用

ブロック設置に関する注意事項｣として留意点をと

りまとめており、営巣ブロックの整備の際に活かさ

れている。  

一方、モニタリングの継続性や、巣の維持管理等

の問題をかかえていることが述べられた。 

「人（利用）」については、今や海外からも観光客が多い釧路湿原についてのカヌー

利用を対象とした。  
従来はコンクリートブロックによる護岸であったものを、カヌー利用者や河道内の魚

類生態系等にも配慮した整備を行った。しかし、１９８７（昭和６２）年に下流域の釧

路湿原が国立公園に指定されて以降、観光客が激増し、「オーバーユース現象」が見ら

れる箇所もあり、写真－１－２－５にみられる場所取りや順番待ちのトラブル、駐車場

着工前  

写真－１－２－３ 鵡川（護岸災害復旧工事）  

着工前 着工後（H11） 一年後（H12）

写真－１－２―４ 石狩川上流

（カワセミが利用している状況）

写真－１－２－５ 釧路川 
（混雑する細岡カヌーポート）

写真－１－２－６ 釧路川 
（カヌー発着による河岸の裸地化）



からの車のあふれ出しなどの河川利用面での問題が顕在化している。 

 このカヌー利用の増加は、カヌーポート以外の箇所でカヌーの発着場に使われている

河岸が裸地化するなど、植生や土壌へのダメージを与え、河岸の崩壊や景観の悪化等の

課題が発生している（写真－１－２－６）。 

 

１－２－２．問題点の抽出 

１－２－１の分析・評価から共通した問題点を抽出し、問題点は次の３点である。 

・ 事前に具体な目標を設定していなかった。 

・ 事後においても評価の対象が明確となっていないため、モニタリング手法が確立さ

れていない。 

・ コストのかかる維持管理の必要性が発生している。 

以上の問題点を踏まえ、今年度はこれらの共通した問題点を改善するための施策検討

を行った。 

また、研究を進める中で、多自然川づくりは、計画段階から管理段階まで目的・目標

が共有された仕組みづくりが不可

欠であるといった意見が強く出さ

れ、その具体策についても検討を行

った。 

来年度は、今年度までの研究成果

を踏まえ、多自然川づくりのガイド

ラインの策定材料に資する留意事

項のとりまとめを行う予定である。 

 

２．問題点・課題点改善のための具

体的な検討について 

２－１．目標設定について ～月寒

川を事例として～ 

昨年度対象とした事例の中から

課題のあった事例を選定し、現地調

査を行い、その改善策について検討

を行った。 

本年度の検討に選定した事例は、

河川整備計画（石狩川水系豊平川河

川整備計画：平成 18 年 9 月策定※１）

において樹木管理により流下断面

を確保する区間として整備が必要

な月寒川の事例で、現地調査を行い、

事前の目標を具体に設定し、施工に

おける配慮、さらに管理までの立案

を行った。 

月寒川

豊平川

石狩川 

図－２－１－１ 調査対象河川位置図 

札幌市



２－１－１．調査地の概要 

月寒川は、札幌市の南部を流下する都市河川であり、流域面積 36.8km2、流路延長

19.5km の一級河川で、川幅が約 40m、低水路幅が約 20m の複断面の直線河道となって

おり、石狩川の一次支川である豊平川に合流する（図－２－１－１）。 

豊平川合流点より上流約 4km の直轄管理区間が調査対象の区間で、平成 3 年度より

順次、多自然川づくりにより河道整備を進めてきた。河道整備の工法は現地の状況等

により異なり、大きく３タイプに分けられた（表－２－１－１）。特に積極的に木本類

の導入を図った区間（タイプⅡ〔両岸〕）では、繁茂した樹木が河道断面を大きく阻害

し、堤内に人家が密集する月寒川では大きな問題となっており、石狩川水系豊平川河

川整備計画※１においても「樹木除去・下枝払いにより流下断面を確保する必要がある

区間」とされ、今後の維持管理にあたっての伐採計画の策定が急務となっている。 

 

２－１－２．維持管理計画策定に向けた検討方法 

 本研究では課題解決を図るため、前年度より維持管理計画の策定に向けて図－２－１

－２の流れで検討を行っている。2 年目にあたる本年度は、出水時に樹木の繁茂による

水位上昇の状況を観測した上で、準二次元解析法による水位の再現性の確認を行い、効

果的な伐採計画策定の検討を行う。次に、この計画案に基づき、一定区間を試験的に伐

採し、研究最終年（平成 20 年）の

出水時のモニタリングにより、その

効果を検証し、維持管理計画を策定

する。 

 

２－１－３．調査結果と流出解析 

1)植生の概観とタイプ区分 

植生調査の結果によれば、対象区

間の月寒川は主にヤナギ類が繁茂

する河畔林区間とヨシ等の水草が

生育する草本区間に大別された。さ

らに河畔林区間は、その繁茂形態と

工法により以下の 3 タイプに区分

された（表－２－１－１）。 

流況解析

・洪水痕跡の計測
・流出解析（再現性の検証）

試験的な区間伐採の実施

維持管理計画(案)[伐採計画]の策定

･伐採計画検討【+予測】

モニタリング（流況解析/植生調査）

･洪水痕跡の計測（予測の検証）
･伐採後の発芽状況の確認
･伐採による影響(水温等)の確認等

H18年度
【1年目】 事例収集整理

→植生による河積阻害と維持管理

問題点の抽出

H19年度
【2年目】

H20年度
【3年目】

･植生調査

図－２－１－２ 検討の流れ 

表－２－１－１ 植生のタイプ区分 



2)洪水痕跡計の設置と水位上

昇の特徴 

 本研究では、樹木の繁茂によ

る出水時の水位上昇を確認す

るために、洪水痕跡計を合計

20 箇所に設置した。設置方法

は河畔林区間を外した上下流

の草本区間に各 1 箇所設置す

るとともに、各タイプに 3～4

箇所配置した。なお、調査区間

上流端付近には水位流量観測

所がある。 

 痕跡計を設置した 2007 年 7

月 中 旬 以 降 、 連 続 雨 量 34～

67mm の降雨(札幌雨量観測所)

にともない、高水敷高を越える

出水（流量 28.9～34.5m3/s）

を 7 月に 1 回、9 月に 2 回の合

計 3 回記録した。このときの痕跡計による計測結果と高水敷高の関係をみると、いずれ

の出水時も河畔林区間でピーク水位が上昇する傾向がみられた（図－２－１－３）。一

方、河畔林区間を外した上下流の洪水痕跡計は、高水敷高とほぼ一致しており、特に顕

著な水位上昇は見られなかった。出水時のピーク水位を流程に沿ってみると、下流に位

置するタイプⅠ～タイプⅡ［片側］にかけて水位が上昇している。その後、ほぼ一定の

水位を維持した後、タイプⅡ［両側］から上流の草本区間にかけて水位が低下すること

が分かる。 

 

3)準二次元解析法による再現性の検証 

3)-1．検討方法 

伐採計画の策定にあたって、伐採前後の出水時の水位予測を行うためには、樹木の繁

茂状況を考慮する必要がある。そこで、樹木の繁茂状況を考慮し、今回観測した出水の

うち最大の 9 月 7 日（流量 34.5m3/s）の水位計算を実施したときの再現性について検証

を行った。 

 水位計算にあたっては、河道計画等で一般的に用いられることが多い準二次元解析法

を用いた。準二次元解析法は、河道断面内を横断形状や樹木繁茂状況等から顕著な流速

差が生じると考えられる位置で複数断面に分割し、分割断面ごとの平均流速と平均水位

を求める手法である。本解析法は横断面内流速分布の計算と縦断水位の計算で構成され

る。以下にそれぞれの計算の運動方程式を示す。 

［横断面内流速分布の計算］ 

 

図－２－１－３ 出水時における水位上昇傾向 
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ここに、Sb:底面剪断力が働く潤辺長、Sw:樹木群境界の潤辺長、S’w:樹木群境

界以外の潤辺長、τ:樹木群境界に作用する剪断力、τ’:樹木群境界以外の分割

断面境界に作用する剪断力、u:分割断面での平均流速、n：マニングの粗度係数、

R:径深、ρ:水の密度、g：重力加速度、A:死水域を除いた面積、I:エネルギー勾

配、Q:全断面の流量、添字 i: i 番目の分割断面についての量、添字 ji:j 番目の

分割断面境界についての量であることを表す。 

 

 

 

剪断力τji，τ’ji は、隣り合う分割断面間の流速差の 2 乗の形で表される。f

は境界混合係数で、境界部での流体混合の大きさを表す。 

［縦断水位の計算］ 

 

 

 

 

 

 

3)-2．検討結果 

計算条件を表－２－１－２に示す。粗度係

数は豊平川河川整備計画策定時の数値を用

いている。なお、境界混合係数の詳細な設定

については「河道計画検討の手引き」※２に示

されている方法に準じている。 

河畔林が密に生育している場合、計算上は

死水域として設定される。今回の検討では、

その繁茂（粗密）状況を踏まえたうえで、林 

対象区間 Kp1.3～ 3.9（ L=2.6km）  

対象流量 Q=34.5m3/s（ 9 月 7 日出水時の流量） 

粗度係数 ・低水路…n=0.025 

・高水敷…n=0.055 

計算方法 レベル 3 

（河畔林繁茂状況に応じた「死水域」を設定）

起算水位 最下流（kp1.3）の痕跡計計測値（h=5.574m）

表－２－１－２ 計算条件 

図－２－１－４ 林帯幅の設定方法 

木本類が進入した法面幅(b)の40%で評価

→両側30%づつ低減

(間伐を実施しているため、低減率を大きく設定)
※間伐未実施の区間はタイプⅠと同様に30%の低減率で設定

粗朶工を実施した
河畔林が生育する法面

b

設定林帯幅＝b×40%

林帯幅:b×30%を低減

林帯幅:b×30%を低減

実際の林帯幅(B)

タイプⅡ 木本類が進入した法面幅(b)の40%で評価

→両側30%づつ低減

(間伐を実施しているため、低減率を大きく設定)
※間伐未実施の区間はタイプⅠと同様に30%の低減率で設定

粗朶工を実施した
河畔林が生育する法面

b

設定林帯幅＝b×40%

林帯幅:b×30%を低減

林帯幅:b×30%を低減

実際の林帯幅(B)

タイプⅡタイプⅠ 木本類が進入した根固ブロック幅(b)の70%
で評価
→両側15%づつ低減

河畔林が侵入した
(植生)根固ブロック

b

林帯幅:b×15%を低減 林帯幅:b×15%を低減

実際の林帯幅(B)

設定林帯幅＝b×70%

タイプⅠ 木本類が進入した根固ブロック幅(b)の70%
で評価
→両側15%づつ低減

河畔林が侵入した
(植生)根固ブロック

b

林帯幅:b×15%を低減 林帯幅:b×15%を低減

実際の林帯幅(B)

設定林帯幅＝b×70%



帯幅として評価し、適

切な計算水位が得られ

る河畔林の林帯幅を設

定した。複数パターン

による試算の結果、図

－２－１－４に示した

設定方法の時、計算水

位と痕跡水位は概ね一

致し、その再現性が確

認された（図－２－１

－５）。 

 

２－１－４．伐採計画案の検討 

 前項において、準二

次元解析法による再現

性が確認できたので、

本項ではこの解析法を

用いて伐採方法の検討

を行う。 

適切な樹木管理、伐

採計画の検討にあたっ

ては、その基本方針と

して、河畔林の伐採を

行うことで、①その繁

茂によって損なわれて

いた安全性を回復する

こと、②出水時の局所的な水位上昇緩和、すなわち水位上昇の平滑化を目標とした。 

伐採方法については、出水時の危険性が高く、伐採効果が高い区間から実施すること

を基本とし、タイプⅠ区間の伐採を優先する。また、景観及び河畔林が有する生態的役

割（例えば、日射遮断や水域へのリター、落下昆虫の供給等）が維持されるように河畔

林の連続性を保つ間伐とする。間伐方法としては、従来、月寒川で実施してきた間伐で

死水域を低減させる方法（case1:10 本中 1 本存置）と死水域とならない程度の密度の

間伐方法を検討した（case2：1 個体 3～5 本）。この検討の結果、従来の間伐方法では、

水位の低下がわずかであるのに対し、後者は部分的な伐採にもかかわらず、その効果は

広範囲に及ぶことが分かる（図－２－１－６）。これは、タイプⅠ区間は河畔林繁茂に

より河積が著しく阻害され、ちょうどボトルネックの状態になっており、case2 の伐採

方法により水位上昇の平滑化が達成されるものと考えられる。 

 

２－１－５．試験伐採と平成 20 年のモニタリングに向けて 

 今回の検討によって示された伐採方法の妥当性を確認するため、一定区間の試験伐採
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図－２－１－５ 計算水位と痕跡水位 

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0

10.0

kp1.0 kp1.5 kp2.0 kp2.5 kp3.0 kp3.5 kp4.0

距離標

標
高

(m
)

計画築堤高
計画高水位
高水敷高
河床高（最深）
痕跡水位(9月7日）
計算水位
case1【間伐死水域あり】計算水位
case2【間伐死水域なし】計算水位

case2
【間伐・死水域なし】計算水位

case1
【間伐・死水域あり】計算水位

タイプⅡ[片側]タイプⅡ[片側]タイプⅠタイプⅠ

伐採対象

タイプⅡ[両側]タイプⅡ[両側]

図－２－１－６ 区間Ⅰの伐採時(強度の間伐)の計算水位



図－２－２－１  
施工後５年調査件数  
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を先行し、その効果を検証する。試験区間としては、計算による水位低下の検討が可能

な区間長(50m 程度)であること、水位上昇をもたらしていると考えられる樹木群の生育

区間であること、試験区間より下流の水位上昇の影響が少ない区間であること等より抽

出した（kp1.7～1.8 区間内の 50m 区間）。ただし、計算水位が安定しない計算起点周辺

は試験区間から除いている。 

 伐採は、施工性、施工実績を考え、根元伐採を基本とする。試験伐採後の平成 20 年

には、出水時の水位上昇傾向を観測することで、今回の間伐方法の妥当性を検証する。 

一定の効果を認めることができれば、今回の試験伐採方法（植生の状況把握→洪水痕

跡計の設置→危険箇所の抽出→危険箇所の解消）が、今後策定予定の維持管理計画に反

映されるだけでなく、他の河川の樹木伐採計画検討の目安となることも期待される。 

 
２－２．多自然型川づくり追跡調査データからみえるモニタリング手法の提案 

２－２－１．これまでのモニタリング～多自然型川づくり追跡調査～ 

 多自然川づくりにおけるモニタリングは、平成２年 11 月の｢多自然型川づくり｣実施

要領の施行から実施され、全国での多自然型川づくりの実施事例が 3,000 件に上った。 

その後、平成 6 年 10 月に｢多自然型川づくり追跡調査｣の手引き（案）が発行され、

これにより実施されており、手引きの改訂が数回行われ、｢多自然型川づくり実施状況

調査・追跡調査要領｣（平成 15 年 11 月最終改訂）（以後、要領と称す）に従い、10 年

以上の多自然型川づくりのデータベースが全国的に蓄積されてきた。 

しかし、昨年度（平成 18 年度）より、追跡調査については、何を目的に調査し、何

を目的にアウトプットするか、明確なものがないといったこと、また、多自然川づくり

は全ての川づくりにおいて実施することになったことから、要領に基づく追跡調査は実

施しないことになった。それに代わり、国土交通省河川局は平成 20 年 3 月より、モニ

タリング検討委員会（仮称）を立ち上げることとし、その中でモニタリング手法の検討、

アウトプットの仕方、モニタリングに係る負担軽減策、モニタリング手引きのとりまと

め等について討議することを予定している。 

 本研究では、平成 17 年度まで実施されてきた追跡調査のうち施工後の経年変化とそ

のモニタリング方法についての現状を把握するために、｢施工後５年調査｣を実施してい

る工事の中で毎年追跡調査を行った事例を整理した。  

また、多自然川づくりを評価する際、河畔林等の植生の要素が欠かせない（多自然川

づくりポイントブック※３）ことから、保全・復元の目標に｢植生｣が含まれている事例

を抽出した。 

｢施工後５年調査｣は平成 15 年度から実施さ

れているため平成 10 年度から平成 12 年度の３

ヶ年の期間に実施された工事が対象となった。

また、施工後５年の期間において毎年調査を実

施し、かつ｢植生｣を保全・復元の目標とした事

例の件数は 74 件（平成 10 年 17 件、平成 11 年

22 件、平成 12 年 35 件）であった。 
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写真－２－２－１ 施工後５年調査の代表事例 

 
また、７４件の事例について保全対象とした植生について分類すると、ヤナギを対象

としたものは３７件、ケショウヤナギは４件、草本類は５２件、ヨシ・マコモ等の抽水

植物は５件であり、ヤナギを対象とする傾向が多いことが分かった（図－２－２－１ 

※重複含）。また、47 件のうち植生について追跡調査データから５ヶ年の経年変化状況

を把握しやすい事例を３点選定したものを写真－２－２－１に示す。  



次に、抽出した事例について保全・復元の目標達成

度の整理を行うことを試みたが、モニタリング項目及

びその結果が確認できるものが追跡調査様式に記載が

ないため、達成度の評価を行えるに至らなかった。  
一般的に植生のモニタリングでは目視による観察と

植物調査（対象植生の被覆度、外来種侵入状況）の実

施がなされているが、水位、流量、土砂堆積状況など

の物理調査については総合評価欄に記載がみられない

ため、ほとんど実施されていないようであった。  
次に、目視評価の視点としては、保全・復元の対象

とした植生の定着状況、生育状況の評価がほとんどで

あった。その他、ヤナギなどの河畔林を対象とした事

例では、ヤナギの樹高や生育要因（生育場所、土砂堆積状況）について評価している場

合があったが、追跡調査事例としては非常に少なかった。  
 

２－２－２．モニタリングの提案  
多自然川づくり（河川整備）に際しては、これまでに蓄積された追跡調査データ等か

ら得られた知見を、河川整備による環境改変に対するシミュレーションに活用し、事前

の予測を行っておくことが必要である。その予測においてモニタリングの適切な対象項

目の選定も可能となり、また、対象項目の生活史等から適切な時期にモニタリングを行

うこが可能になると考えられる。さらに、河川整備による環境の変化予測については、

まだ未解明なところはあるが、これ

までの事例や前回の指定課題の研

究成果※ 4 を活用していくことによ

り、予測手法の確立に繋がり、目的

に叶った環境の創出が得られると

考えられる。 

また、モニタリングコストの縮減

に繋がる意味でも、地域や NPO の協

働を図る取り組みが重要である。 

 
２－３．現状の維持管理と今後の維

持管理について  
現在、河川の維持管理は、今年

度（平成１９年度）に各河川にお

いて維持管理計画（案）を作成し、

それに基づいて適正な管理を実施

している。写真－２－３－１、２、

３に近年の維持管理状況のについ

て３事例を示す。   写真－２－３－３ 掘削  

写真―２－３－１ 除草 

写真―２－３－２ 抜開 

ヨシ・マコ
モ等の抽
水植物
(5件)

草本類
(52件)

ケショウ
ヤナギ
(4件)

ヤナギ
(37件)

図－２－２－２ 

対象植生とその件数（重複含）



 写真－２－３－１の除草は、石狩川中流部のオ

オタカの子育て・渡りに合わせ工事実施時期に配

慮した事例であり、生態に配慮した点は良いが、

防災上の観点からは好ましくない場合があるとい

える。 

 写真－２－３－１の抜開は豊平川の札幌市内の

環境を考慮し、有識者との協議を行い施工した事例

であり、合意形成の図り方において今後参考となる

事例である。  

写真―２－３－３は親水護岸に堆積した土砂を

掘削した事例であり、コストのかかる維持管理の事例として今後何らかの改善が必

要であると思われる。     
次に、河川の維持管理面から見た多自然川づくりの取り組みについて、コストのかか

る維持管理の現状把握を行った。対象期間は平成１６年から平成１８年の３ヶ年で、工

事件数で整理した。その結果として、工種別のシェアで整理したものを図－２－３－１

に示す。この図より、件数が最も多かったものは除草で、次に掘削、抜開といた状況で

あった。 

ここで、最も件数が多く、毎年行わなくてはならない堤防除草について、平成１５年

度と今年度（平成１９年度）の全道の直轄管理状況について比較した（図－２－３－２、

図－２－３－３）。  

これより、平成１５年度から５年経過した今年度（平成１９年度）では、年２回また

は３回刈りで管理していた区間を１回刈りでの管理に変更してきていることが分かる。 

堤防の除草回数については、維持管理計画（案）作成の際にも、背後地の利用実態等

に合わせ、コスト縮減の観点からも見直しを行った。 

また、刈草後の処理についても、コスト高な一般廃棄物処理からリサイクル処理に変

更することで、コスト縮減を図ってきている（図－２－３－３）。この変更はコスト縮減だ

けの評価だけでなく、刈草を家畜の敷き藁や、農作物への肥料として利用する等、流域

住民と繋がりがある維持管理として評価できる取り組みであり、今後も工夫をしながら、

適正な河川の維持管理に繋げていくことが必要である。  

（百万 m2）
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一方で、コスト縮減が図られてきた河川維持管理のうち、河川清掃活動のような住民

参加型の河川管理についてはこれまで各河川で実施されてきた。しかし、少子高齢化が

進んでいる中、旧来型のコミュニティーの衰退により住民参加型の河川管理が縮小する

恐れがある。そこで、河川管理にとどまらず防災、教育、社会福祉など様々な面で地域

が共に助け合う地域コミュニティーの再構築が、今後河川管理においても重要な取り組

みと考えられる。  
  

３．計画、施工、維持管理の流れにおいての多自然川づくりの取り組み方について 

３－１．多自然川づくりへの取り組みにおける仕組みづくりについて 

 我々が現場の整備や管理を担当した場合、その目的、目標については、整備当初は明

確にされていたものの、順応的管理※４を行う前に不明確になってしまう場合が多い。

もちろん、整備の目的は河川整備計画に記載されており、特に治水面について評価をす

る場合は、将来的にも目的・目標がはっきり数値化されており、曖昧になる恐れはない

が、環境面についての具体な目標については、誰もが同じ解釈になる量や質を整備計画

に記載しているわけでないため、不明確に陥り、連鎖的に管理のあり方が曖昧になりや

すい。  
 これまでに実施してきた多自然川づくりの追跡調査の事例は、当初目的が管理段階ま

で伝わっていないがために、モニタリングの継続の必要性などが曖昧になり、どこまで

を上限、どこまでを下限として判断し、モニタリングを実施しているか分からなくなっ

ている事例が多かった。  
 そこで、順応的管理を行うためにも、計画段階から管理段階まで整備目標が共有され

た仕組みづくりが必要と考えた。  
具体な提案として、計画段階から管理に至るまで整備箇所に対しての取り組み情報が

共有されるリストの構築が有用であると考えた。  
そこで、担当者等から出された意見を基に多自然川づくりチェックリスト（仮称）（案）

を構築した。今回の報告は、整備実施前の計画段階においてのチェックリストについて

の報告であるが、今後は、事業中の施工編、事業後の維持管理編のチェックリストにつ

いても構築し、計画から管理までの多自然川づくりの目的が伝達する仕組みづくりにつ

いて検討する予定である。また、計画編、施工編、維持管理編において、工種別に留意

すべき事項があると考えており、工種毎の多自然川づくりチェックリストの構築につい

ても併せて検討し、来年度とりまとめる予定である。  
 

３－２．チェックリストによる整備箇所への試行について 

今年度は、整備計画期間内において整備を実施する箇所について各開発建設部１箇所

を対象に、整備前の計画段階における多自然川づくりチェックリスト（仮称）（案）で

整備箇所のチェックの試行を行った。  
チェックにおいては確認・調査検討等が実施済の場合は○を、確認中・調査検討中の

場合は△を、未確認・未調査未検討の場合は×を記入し、多自然川づくりの取り組み度

を評価するうえで○を 2 点、△を１点、×を 0 点として点数付けし、表－３－２－１の

ようにとりまとめた。また、各開発建設部でチェックリストの試行対象とした工事の一



覧を表－３－２－２に示す。 

ここで、チェックリストの項目で

「河川整備計画に記載の整備となっ

ているか」については、未策定の河川

は「未」と記載し、取り組み度は評価

していない。また、「⑪河川管理基図

との整合は図られているか」について

も、現在作成中の河川が多いため取り

組み度は評価していない。 

この試行結果から、「⑨事前の環境

調査・環境情報図を確認（実施）しているか」については、取り組み度が１００％であ

り、多自然川づくりの際の取り組みが統一されつつあることが分かった。 

しかし、その他の項目において、検討している場合でも×の記載となるなど、多自然

川づくりの考え方に対し、個人差が出てしまう場合があることが今回の試行で分かった。 

このため、今後は、多自然川づくりは全ての川づくりが対象であるといった方針のも

と、流域毎に現場条件等が異なるものの、共通認識をもって取り組むことが重要である。 

したがって、今後共通認識が図られた上で再度チェックした場合、記載については変

更となる場合がある。  

表－３－２－１ 多自然川づくりチェックリスト（試行結果） 

事前

【計画】

○河川整備計画に記載の整備となっているか ○ 未 ○ ○ 未 未 未 未 ○ 未

①流域からの視点での目標を設定しているか
（達成度の検証となる指標等、治水及び環境要
素）

○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 18 90.0%

②長期計画（時間毎の）を考慮しているか
（植生の回復、氾濫）

○ △ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ 17 85.0%

③地域の歴史・文化について考慮したか ○ △ × ○ × × × ○ ○ × 9 45.0%

④モニタリング計画を立てているか × ○ ○ △ × ○ ○ ○ ○ × 13 65.0%

⑤工事後の長期的な変化（背後地の景観含め）
を検討・考慮しているか

○ △ ○ ○ × ○ △ ○ ○ ○ 16 80.0%

⑥施工箇所においては、治水（流下能力）と環境
のバランスを流域として考慮しているか

○ ○ ○ ○ △ ○ △ ○ ○ ○ 18 90.0%

⑦多自然川づくりの検討をしているか
直線区間：法面の凹凸や曲部の創出など、曲線
部：水際護岸の不単調化等、河道：多様化、複
雑化

○ ○ ○ △ △ ○ ○ ○ ○ ○ 18 90.0%

⑧施工材料等は現地に馴染む物を考えている
か(在来種等)

× ○ ○ ○ ○ ○ 10 50.0%

⑨事前の環境調査・環境情報図を確認（実施）し
たか

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20 100.0%

⑩実施にあたってこれまでの多自然川づくりの
事例から得られた資料（ポイントブック等）を活用
しているか

○ △ × ○ × × ○ ○ △ ○ 12 60.0%

⑪河川管理基図との整合は図られているか △ × ○ △ × × × × △ ×

⑫河畔林の維持管理をどのように考えているか × △ ○ △ × ○ ○ ○ △ △ 12 60.0%

⑬コスト縮減について検討したか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ 19 95.0%

⑭現地確認は行ったか ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 95.0%

⑮実施箇所の事前状況・生息している主要な生
物・植物等環境を把握しているか

○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 19 95.0%

⑯地元、関係機関及び学識者への多自然川づく
りについて理解は得ているか

○ ○ ○ △ × ○ ○ ○ ○ ○ 17 85.0%

点数
（20点
満点）

網走 留萌室蘭 帯広釧路 稚内旭川石建 小樽 函館

表３－２－２ チェックリスト試行対象工事 

部局名 　　チェックリスト試行対象工事

石狩川開発建設部 　　豊平川の床止め改築

函館開発建設部 　　後志利別川の河道掘削（中洲）

小樽開発建設部 　　尻別川の河道掘削

旭川開発建設部 　　天塩川の築堤及び掘削

室蘭開発建設部 　　鵡川の河道掘削

釧路開発建設部 　　釧路川の水辺の楽校整備

帯広開発建設部 　　下頃辺川の掘削・低水護岸

網走開発建設部 　　湧別川の河岸保護

留萌開発建設部 　　天塩川下流汽水環境再生

稚内開発建設部 　　声問川の築堤仕上げ



３－３．多自然川づくりの取り組みが難しい箇所への考え方  
前項で試行した箇所以外においても担当者間で、多自然川づくりの取り組みとは何を

もって言えるのかといった議論を行った。例えば、水衝部等の河岸保護工を実施する場

合の事例として、植生に配慮し覆土対策をするが、その際の多自然川づくりの考え方と

なる指標が分からないといった意見があった。今後は、このような事例について整理し、

共通の認識もって多自然川づくりに取り組んでいくことが重要である。 

 

４．まとめ 

 今年度は、昨年度の事例の分析評価から抽出した問題点に対しての解決策について研

究を行っており、その施策検討については始めたばかりである。 

 昨年度の事例において問題がある箇所の多自然川づくりの取り組み事例として月寒

川の樹木を対象とした研究は、検証において時間を要する部分があるものの、維持管理

をする上での事前の目標設定の仕方をケーススタディーとして示すことができた。 

事前に定量的な管理目標を設定したことにより、将来維持の必要が発生した場合、今

回設定した目標がきちんと引き継がれれば、適正な維持管理の仕組みづくりに繋がって

いくことになると思われる。  
本年度実施したモニタリングの視点については、今後も研究が必要であり、今年度基

礎資料とした「多自然型川づくり追跡調査」のデータについては、今後も様々な角度か

らの整理・分析を行うことで、河川整備のシミュレーションに大いに役立つと思われる。 
また、多自然川づくりチェックシート（仮称）の構築については、試行する対象工種

を今年度とは違った工種または箇所で試行する等、チェックリストの充実を図り、来年

度は、ガイドラインに資するとりまとめを行う予定である。  
 

あとがき  
２年目の今年度については、昨年度の課題解決に向けた取り組みを始めたばかりであ

り、その施策として構築し始めた多自然川づくりチェックシート（仮称）（案）も改善

の余地があると考える。また、今後は関係者にも意見を聞いた上で進めていくことが必

要である。 

来年度は、管理までのチェックシートの引き継ぎのあり方や、流域住民との合意形成

について現場への活用に繋がる研究成果となるよう研究を進めていく予定である。  
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