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魚類の移動の連続性確保に向けた 
天塩川流域全体の連携について 

－効果的な魚道整備・維持管理を目指した流域連携－ 
 

旭川開発建設部 治水課  ○森  文昭 

                               谷本 昌敏 

                                         中田 悌二 

 

天塩川は、サクラマスが遡上、自然産卵するなど自然豊かな河川であり、北海道遺産にも選定されてい

る。平成 19 年 10 月に天塩川水系河川整備計画（以下「河川整備計画」という。）が策定されたことを受け

て、魚類等の移動の連続性確保及び生息環境の保全を目的に、有識者から成る会議を設立し、今後の整備方

策を検討している。また、流域における魚類の移動の連続性確保に向けて魚道の効果的な整備や維持管理を

行うため、各施設管理者からなる関係機関連携会議を設立し、流域全体での連携強化を図っている。 

本発表は、このような天塩川流域全体での取り組みについて報告するものである。 
 

キーワード：流域連携、地域協働、魚道  
 
 
1．はじめに 

天塩川は、その源を北見山地の天塩岳に発し、士別市

及び名寄市で剣淵川、名寄川等の支川を合流し、山間の

平野を流下して中川町に至り、さらに天塩平野に入って

問寒別川等の支川を合わせて天塩町において日本海に注

ぐ、幹川流路延長 256 ㎞、流域面積 5,590 ㎞２の一級河

川である。 

  当流域は、北海道北部にあって南北に細長い羽状形を

呈し、流域の土地利用は、山林が約 70％、水田や畑地

等の農地が約 16％、宅地等の市街地が約１％、その他

原野等が約 13％となっている。また当流域は、上川・ 

留萌・宗谷支庁にまたがる３市８町１村からなり、社

会・経済・文化の基盤をなすとともに、豊かな自然が残

る大河として北海道遺産に選定されている。このため、

流域の宝である天塩川を次世代へ引き継ぐために、流域

全体で連携を図る意義は極めて重要である。（図－１） 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 図－１ 天塩川流域図 
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２．天塩川流域の現状と課題 

２－１ 天塩川流域の現状 

天塩川流域では明治に入ってから本格的な入植が始ま

り、明治 37 年の大洪水といった多くの洪水被害を経験

してきた。このため当流域では、昭和初期から捷水路や

堤防工事などの本格的な治水工事が始まり、流域発展の

ための礎が築かれてきた。しかし、一方で治水のために

実施された河道掘削、捷水路、護岸工事等により、流路

の変化や水際部の冠水頻度が少なくなるなど、多様性の

ある水辺環境が減少するとともに、利水のために整備さ

れた頭首工や土砂災害を防止するために設置された多く

の砂防えん堤等の河川横断工作物の前後において、落差

が生じている。こうした過去の様々な営為により、魚類

等の移動の連続性を阻害し、魚類等の生息環境に少なか

らず影響を及ぼしてきた。  

特に、昭和の初期まで数多く生息していたチョウザメ

は絶滅し、魚類生態系の上位種であるイトウは、天塩川

下流の限られた場所において確認されるのみとなってい

る。しかし、一方では、サクラマスが上流まで遡上し産

卵するなど、自然豊かな河川環境も残されている現状で

ある。 

 

２－２ 天塩川流域の生息魚類 

天塩川流域は、現状においても数多くの魚類が生息し

ている。汽水域を含んだ下流域は、河川の流れが緩やか

であり、緩流域を好むアシシロハゼ、ヌマガレイ、ハゼ、

フナなどが生息し、サケ、マス、ウグイなどの回遊魚の

通路としても重要である。また、支川では特定種である

イトウの生息も確認されている。 

天塩川上中流域では、河川の流れがやや速い礫底の流

水域には、ウグイ、カワヤツメ、フクドジョウ等が生息

し、サケやカワヤツメが産卵している。また、その上流

域には、サクラマスの産卵場やヤマメ、アメマス、オシ

ョロコマ等の生息場となっている。ハナカジカ、ハゼな

どの底生魚は、流れが速い早瀬の浮き石下に生息し、主

に夜間に活動している。緩流域には特定種であるヤチウ

グイやイバラトミヨ等も生息している。 

また、天塩川の各支川では広くサクラマス幼魚の生息

が確認されているものの、遡上困難な施設の上流では生

息密度が極端に減少する箇所も存在する。（図－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２－３ 天塩川流域における課題 

天塩川は河川沿いに市街地や田畑、牧場などの土地利

用が進んでおり、約 29,400ha に及ぶ耕地かんがいのた

め農業用水の供給が行われ、日本の農業を支える一翼を

担っている（図－３）。一方で流域内には、安定的な農 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業取水のための施設が多く存在しているほか、流域の

人々の生命や財産を守るために、古くから河川において

落差工や砂防えん堤等が多数設置されている。それらの

施設の多くには、魚道が整備されていない状況であり、

落差が大きいため魚類の移動の連続性を阻害している。

（写真－１） 

 
 

  

また、魚道が整備されている施設においても、維

図－３ 天塩川流域の主な土地利用 

図－２ 天塩川流域のサクラマス幼魚の生息密度
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写真－１ 魚類の移動の連続性を阻害する工作物
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持管理が不適切のため、魚道が十分機能していないもの

も見受けられ、流域の課題として顕在化している。 

このため、各施設管理者と調整・連携したうえで、こ

れら河川横断工作物に魚道を整備し、更に既設魚道の適

切な維持管理を地域住民と関係機関とが連携して取り組

むなど、天塩川の豊かな魚類生息環境が、地域の財産と

して引き継がれるようサクラマス等が継続的に再生産で

きる環境に改善する必要がある。 

また、平成１９年１０月の河川整備計画の策定を受け、

天塩川流域における魚類等の移動の連続性確保及び生息

環境の保全に向けた川づくり等の審議を目的に、天塩川

魚類生息環境保全に関する専門家会議（以下「専門家会

議」という。）を平成１９年１１月に設立し、今後取り

組むべき施設改善の方向性などについて検討を重ねてい

る。（写真－２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．天塩川流域における魚類の移動の連続性確保に向け 

た取り組み 

３－１ 河川横断工作物の現状とその影響 

天塩川本川は、上流の名寄川合流点より下流には、取

水堰等の河川横断工作物は存在しておらず、名寄川合流 

点から岩尾内ダムまでの本川上流には７箇所、名寄川に

は４箇所の頭首工や取水堰が有り、このうち本川の６箇

所、名寄川の４箇所に魚道が整備されている。このよう

に、旭川開発建設部管内の直轄管理区間においては、魚

類の移動の連続性が確保されるよう順次整備を行ってき

ているところである。（図－４） 

また、天塩川流域の支川における河川横断工作物につ

いても、各施設管理者等がこれまでに魚道の整備等を行

ってきている。しかし、天塩川水系では、河川延長が

3.5km 以上の支川が 412 河川あり、治水、利水、砂防及

び治山目的から 1,138 箇所の河川横断工作物が存在して

いる。その内、遡上困難となる河川横断工作物は414箇

所あり、魚類の移動に影響を与えている延長（遡上困難

施設から上流の河川延長）は、412 河川の総延長

3,106kmの約1/3である975kmとなっている。 

なお、遡上可能・困難の判断は、当流域において広く

生息し、貴重な水産資源でもあり、河川を遡上・降下す

るサクラマスを指標魚として整理しており、サクラマス

の遡上能力が高いことから、遡上可能とした施設につい

ても、他の魚種が遡上できるように、更なる遡上改善も

視野に入れている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真－２ 専門家会議開催状況 

図－４ 天塩川本川及び名寄川における 

魚類の移動経路の現状 

構造 魚道 適要

① 風連20線堰堤 可動 無 上川支庁にて検討中

② 天塩川第2頭首工 可動 有

③ 下士別頭首工 可動 有 H18整備

④ 天塩川第1頭首工 可動 有 H19整備

⑤ 剣和頭首工 可動 有 H19整備

⑥ 士別川頭首工 可動 有 H19整備

⑦ 東士別頭首工 可動 有 H19整備

⑧ 真勲別頭首工 可動 有

⑨ 上名寄頭首工 可動 有

⑩ 名寄川頭首工 可動 有

⑪ 川向頭首工 固定 有

天
塩
川

名
寄
川

施設名
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３－２ 魚道整備に向けた取り組み 

天塩川流域には、414 箇所もの遡上困難施設が存在し

ており、これまでと同様に各施設管理者等が魚道整備を

独自に実施しても、整備効果が発現するには、莫大な費

用と時間が必要となる。そこで河川整備計画においても

明記されている「魚類の移動の連続性確保」について、

流域の関係機関が一体となって効率的・効果的な整備を

目標に、平成１８年２月に天塩川流域における魚類等の

移動の連続性確保に向けた関係機関連携会議（以下「関

係機関連携会議」という）を設立し、これまで１０回も

の会議が開催され、魚道整備における調整や情報交換を

行っている。（写真－３） 

 

 

 

効率的・効果的な魚道整備を流域全体で進めるにあた

り、具体的な施設整備案を関係機関連携会議で議論し、

調整を図りながら作成した。施設整備案を検討するにあ

たり、図－６のように上流で魚道整備を行っても、その

下流域で魚道が未整備な河川横断工作物がある場合、整

備した魚道の効果の発現は、きわめて限定的となる（図

－６①）。一方、上流域で既に魚道が整備され、その下

流の遡上困難な河川横断工作物に、魚道が整備されれば、

魚類の移動範囲が大きく改善する箇所もある（図－６

②）。 

 

 

 

これまでは、各施設管理者等との連携が必ずしも取れ

てなく、このような整備箇所が水系でいくつか見られた。

そこでまず、関係機関連携会議において、各施設管理者

等から河川横断工作物の存在位置や形状、魚道整備の有

無、遡上調査等情報収集を行い、流域全体における施設

全体の把握に努めた。（図－５） 

次に、図－７に示す３つの観点から効率的・効果的な

魚道整備となる施設の選定を行った。 

 第１の観点は、魚道の整備により遡上可能となる河川

延長が長い施設を抽出した。付加条件としては、抽出し

た施設の上流環境が魚類の生息環境に適しているか否か

（上流が農業排水のコンクリート水路等の場合は、不

適）を事前に確認を行った。 

 第２の観点は、環境面から特定種であるイトウが生息

している様な自然が残されている河川や保護水面河川の

ように釣りなどの人為的な行為の規制がかかっている河

川にある横断工作物を優先的に抽出した。また、既に遡

上困難な施設の下流で、サクラマス幼魚の生息や産卵床

が確認され、遡上困難施設の上流環境が Aa～Bb 型等、

魚類の生息環境に適していることが既に確認されている

箇所については、対象施設として抽出した。 

 第３の観点は、各関係機関での事業計画に合わせて既

に魚道の整備を実施予定としている施設を抽出した。 

以上の観点から、魚道整備が必要と選定された施設は

111 施設となり、魚道整備を実施することにより、遡上

可能な河川延長は523ｋｍ増加する。（図－８） 

図－５ 天塩川水系の横断工作物と遡上区分

写真－３ 関係機関連携会議開催状況 

図－６ 魚道整備箇所イメージ 
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 これは、遡上困難な約３割の施設で魚道整備を図るこ

とにより、遡上困難な移動距離の約５割を移動可能にす

ることができることになる。さらに、遡上可能と判断さ

れたものの、より遡上しやすい施設改善箇所も 39 箇所

抽出し、遡上可能延長が157ｋｍとなる。 

 今後とも、関係機関連携会議を通して、各機関が連携

を更に強化し、施設整備を予定している施設の現状を十

分把握したうえで、上下流施設での実施時期等の調整を

行い、施設整備を推進する必要がある。また、魚道整備

にあたっては、河川状況や対象とする魚類の生態行動を

考慮し、魚道の登り口に魚類の誘導を促す工夫や魚道内

に土砂や流木が堆積しないような魚道形式の選定など、

専門家会議にて議論された事項を十分に考慮し、専門家

の直接的な指導を踏まえ実施する必要がある。 

 関係機関連携会議は、設立当初、旭川開発建設部（河

川、農業）、旭川土木現業所（河川）、上川支庁（農

業）の３組織であったが、現在は、旭川開発建設部、上

川支庁、旭川土木現業所、留萌開発建設部、上川北部森

林管理署、留萌土木現業所、稚内土木現業所、上川北部

森づくりセンターの留萌・宗谷管内も含めた国及び道の

河川、砂防、農業、治山で構成される８組織まで拡充さ

れている。関係機関連携会議では、施設整備に向けた連

携・調整のほか、専門家会議委員を招いての現地勉強会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

を実施するなど、具体的な施設整備に向け各関係機関担

当者の基本的な知識の向上にも努めている。 

 

３－３ 魚道施設での維持管理の取り組み 

魚道施設の維持管理については、これまで各施設管理

者等が行っているところであるが、施設の数も膨大であ

り、整備した魚道も土砂の堆積や流木等により、本来の

機能を発揮できていない箇所も見受けられる。 

（写真－４） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

天塩川水系で魚道が整備されている施設は、181 箇所

あるものの、十分な維持管理が行われていない実態にあ

り、課題となっている。 

 その解決策の１つとして、地元のＮＰＯと施設管理者

とが連携した事例について紹介する。 

 専門家会議において魚類の移動の連続性確保や魚類生

息環境の保全について議論されていることを受け、天塩

川流域の環境保全、河川の空間・水面の利用等の事業を

行い、流域住民の公益の増進に寄与することを目的に設

立されたＮＰＯ法人天塩川リバーネット２１（以下「リ

バーネット２１」という。）が、地域協働として魚道施

設の点検の取り組みに参加している。 

具体的には、平成２０年７、８月に維持管理の一環で

図－７ 効率的な魚道整備のための選定フロー 

図－８ 天塩川流域の魚類遡上環境の 

現状と施設整備(案) 

ペンケサックル川（音威子府村） 美深パンケ川（美深町）

着工後 着工後

着工前 着工前

写真－４ 魚道整備箇所イメージ 

○砂防ダム5河川
（銅蘭川、トヨマナイ川、新生川、ヌプリシロマナイ川、朝日六線川）
   22箇所→遡上可能延長17km
○上川北部森づくりセンター実施予定　2河川（美深パンケ川、大手沢川）
　3箇所→遡上可能延長9km
○上川支庁（農業）事業実施予定河川　24河川（剣淵地区・天塩川地区）他
  ～遡上困難な施設改善～
   24箇所→遡上可能延長163km
  ～より遡上し易い施設改善～
   39箇所→遡上可能延長157km
［○風連20線堰堤～　遡上可能延長約170km］

③事業実施予定の河川

遡上困難な横断施設　172河川414箇所
→遡上可能延長990km
　　　　　　　　↓
効率的な整備～改善延長5km以上/箇所　24河川,29箇所
→遡上可能延長389km
　　　　　　　　↓
改善施設上流の河川形態（Aa型～Bb型）による環境確認
　　　　　　　　↓
23河川,28箇所→遡上可能延長384km

改善延長・事業実施予定・環境面からの効果的な施設（重複箇所を除く全体数）
65河川、150箇所→遡上可能延長680km

遡上困難な施設改善111箇所→遡上可能延長523km
　 より遡上し易い施設改善39箇所→遡上可能延長157km

各関係機関が施設整備に関する共通認識を持ち、連携・調整を図りつつ施設整備に努める。（10/20第10回関係機関連携会議）
（施設整備案は今後見直し修正されることがある）

○優先整備河川〈　環境面からの整備①　〉
・保護水面河川2水系
（パンケナイ川、美深パンケ川）
・イトウ生息河川4水系
（サロベツ川、問寒別川、物満内川、パンケオートマップ川）32箇所
→遡上可能延長71km
○環境調査（生息密度調査等）実施43河川〈　環境面からの整備②　〉
　　　　　　　　　　　　　　↓
施設（魚道無し、農業ダムは対象外）上流でヤマメが確認されていない14河川
　　　　　　　　　　　　　　↓
施設上流の河川形態（Aa型～Bb型）による環境確認　14河川、24箇所
→遡上可能延長101km

②環境面からの整備①改善延長からの整備

対象河川～流域全体　支川412河川
河川総延長　3,106km、総施設数1,138箇所
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魚道施設が十分機能しているかの把握を行うため、リバ

ーネット２１が各支部において魚道点検を実施し、その

点検結果は、施設管理者に提供された。その後、必要に

応じて施設管理者は、土砂の撤去を行うなどの地域協働

の取り組みを行った。この取り組みは、上川管内の取り

組みとして、昨年初めて実施したものであるが、今後は

さらに、その輪が広がることを期待している。 

（写真－５） 

 

 

 

 

４．今後の流域連携に向けて 

流域連携の取り組みを今後、継続的かつさらに発展し

ていくために必要な課題等についてまとめる。 
まず、施設整備を行うにあたり、品質管理の管理マネ

ジメントにもある PDCA サイクルの活用が重要である

と考える。（図－９） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
このサイクルの４つの核（Ｐｌａｎ，Ｄｏ，Ｃｈｅｃ

ｋ，Ａｃｔ）毎に必要に応じて事業者、専門家、関係機

関、地域住民（ＮＰＯ等）を配置し、相互の関係を築く

ことにより、計画から実施、その後のモニタリングまで

を流域全体で取り組むことが可能となる。また、このサ 
 
 
 
 
 

イクルを作ることにより、魚道施設の機能点検やモニタ

リングといったこれまで重点を置くことが難しかった施

設整備後の事後検証に対しても、目を向けることが可能

となり、サイクルを重ねる毎に継続的な改善を行えるス

パイラルアップが実現する。 
次に、関係機関連携会議であるが、現状で流域全ての

河川横断工作物を完全に把握した状況ではなく、また、

現状の工作物においても施設管理者を全て把握していな

いため、関係機関の更なる組織拡充や魚道整備の増加も

考えられる。そのため、今後も関係機関との連携や情報

共有を強化していく考えである。 
 地域協働の取り組みでは、現在、流域住民の参加が

NPO に所属する住民だけとなっている。今後は、総合

学習等を通じて、学生などの若い世代に対しても天塩川

流域の取り組みについて、積極的に発信し、流域全体が

一丸となって流域連携・地域協働に取り組んでいけるよ

うな体制づくりも重要であると考える。 
最後に広大な流域を持つ天塩川において、これだけ多

くの関係機関や専門家、地域のＮＰＯなどと連携・協働

し目標に向かって取り組んでいる水系は、全国において

も類をみないものである。そこで、昨年１０月下旬に韓

国で開催された第 10 回ラムサール条約締約国会議にお

いて、この天塩川での取り組みをパネルとリーフレット

により紹介した。来場した多くの人々から注目を集め、

展示による効果があったとの報告を受けている。（写真

－６） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
今後は、全国や世界に先駆けた流域連携・地域協働の

良いモデルとなるように目標の実現に向けて、一歩ずつ

ではあるが確実に前進していきたいと考えている。 

図－９ 天塩川流域の魚道整備に 
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