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石狩川下流自然再生計画とは、昭和 30年代の石狩川の自然環境の再生を目指し整備を行って

いく計画である。本計画最初の取り組みである石狩川下流当別地区は、現在工事が完了し、湿

地やワンド等、多様な水辺空間が創造されている。当地区では、河川管理者と地域住民の連携

によるモニタリングを行いつつ整備を進め、来年度の事業評価を控えている。本発表では、地

域協働を含めた事業の実施経過と現状における評価について報告を行う。 
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1.  はじめに 
 

(1) 石狩川下流自然再生計画について 

近年の河川環境に対する意識の高まりを受け、平成

19 年 3 月に石狩川下流における良好な河川環境の保全

と再生を目指す「石狩川下流自然再生計画書」が策定さ

れた。この計画書は、石狩川下流部における自然再生の

理念や目標を設定したもので、①河道の単調化、②湿地

環境の減少、③樹林環境の減少といった課題に対し、現

在の石狩川が概成された昭和 30 年代当時の自然環境の

段階的な再生を目標としている。当別地区は、この石狩

川自然再生計画書に基づく最初の取り組みであり、計画

において重要な拠点と位置付けられている。 
 

(2)  事業の必要性 

当該事業の対象箇所である当別地区は、石狩川と当別

川の合流点に位置する（図-1参照）約 170haに及ぶ広大

な空間である。この地区周辺は、かつては河川の蛇行に

より周囲には広大な湿原環境が広がり、多種多様な生物

の生育・生息・繁殖の場であったと考えられる。しかし、

河川改修や土地利用の進展による河川形状の単調化に伴

い、湿地・草地環境や樹林環境が喪失し、多様な自然環

境が減少してしまった。また、計画地は過去、石狩川浚

渫工事の排泥地として利用されていた経緯により、大小

さまざまな湖沼が残され、渡り鳥の休息地や水鳥・止水

性魚類などの生息地として利用されていた。しかし近年

では、湖沼の水面面積が減少傾向にあり、現在残されて

いる自然環境の維持が困難な状況にあった。このため、

良好な自然環境を維持していくためには、自然再生事業

の導入により多様な生物の生育環境を維持・提供するこ

とが急務であると考えられた。 

 

 

2.  当別地区における自然再生 
 

(1)  基本的方針 

当別地区の自然再生は、石狩川全体の自然再生を進め

図-1  当別地区の位置 
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図-2  平成12年当時の当別地区 
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る上での最初の試みとして重要であることに加え、上位

計画である石狩川下流自然再生計画書における位置付け

や周辺地域との関係、渡り鳥の飛来地としての広域的な

位置付けを踏まえ以下の 3点を基本方針としている。 

・石狩川の自然再生における拠点の形成 

・広い空間を活用した多様な環境の創出 

・最小限の人為的な補助による環境の形成 

 

(2)  当別地区の目標 

当別地区では、前述の基本方針に基づき多様な自然環

境を持つ拠点の形成を目的とした「生物の生息環境の形

成」及び「地域社会への貢献」を目的とした以下にあげ

る計 5目標を設定した。 

～生物の生息環境の形成～ 

・河川空間の多様化 

・湿地・草地環境(湖沼・湿地・草地)の形成 

・樹林環境の形成 

～地域社会への貢献～ 

・地域社会の学びの場の形成 

・自然と共生する地域社会の形成 

 これらの目標をもとに、計画のテーマ「水と生き物の

郷 トゥ・ペッ（『当別』のアイヌ語で、沼から来る川

の意味）」を掲げ、地域協働の基で豊かな自然環境の再

生とその価値を地域の資産として共有することを目指す。 

 

 

3.  事業内容 
 

(1)  事業の進め方 

人為的に自然環境の再生するに当たり、不確実性が含

まれていることを認識することが必要である。この不確

実性を計画に反映し、効率的に事業を推進するために、

事業の実施に当たり図-4に示す順応的管理を適用するこ

ととした。この適用に当たり、予め判断基準（フィード

バックライン）を設定し、継続的なモニタリングを行い

ながら、事業を進めた。 

モニタリング 

・物理環境のモニタリング 

・生物環境のモニタリング 

将来予測 

・既往の事象に基づく予測 

・仮設立案による予測 

結果の評価 

・判断基準による評価 

・仮説の検証 

改善対策 

・新たな知見による仮説修正 

・対策の検討 

図-4  順応的管理の考え方 

図-3  当別地区の将来のイメージ図 

 

図-5 当別地区整備計画 

 

図-5  当別地区整備計画 
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(2)  整備内容 

具体的な整備を実施するに当たっては、高水敷を主体

とする平坦な地形特性や排泥地に由来する湖沼等を有効

に活用し、効率的な計画の整備を進めるためにゾーニン

グ計画を作成した。この設定したゾーニング計画に基づ

き、①河岸環境、②湿地・草地環境、③樹林環境の 3要

素について整備を実施した。（図-5参照）整備にあった

ては、必要最小限の造成による自然の再生力を期待し、

ワンドや湿地、湖沼等の初期段階の環境を形成した。ま

た、草地環境に関しては現状の植生の維持に努め、樹林

に関しては、種子の供給が期待しにくいことより、人為

的な種子供給の補助を地域協働で実施した。 

 

(3)  地域の参画 

自然環境の再生は、その特性上長期間にわたるため、

モニタリング・管理等の効率的な体制づくりが重要とな

る。当別地区自然再生ではこれらを地域の方々とともに

実現するために、「当別地区自然再生ワークショップ」

を設立し、計画段階からの地域協働を促すとともに、事

業の実施についても地域の参画を導入する試みを実施し、

参加者の理解を得ながら一歩づつ着実に進めていくこと

に重点を置いた。 
 

 

4.  事業の進捗状況 
 

(1)   ハード面の整備状況 

整備は、当別地区自然再生実施計画の策定直後より

開始し、現在では予定していた湿地・草地環境 33.0ha、

ワンド・砂州 7ha 樹林環境 5ha が整備され、ハード面

での主な整備は完了した。湿地・草地の造成に関しては、

高水敷の堀り下げと底面粘土層の敷設により、湖沼と湿

性植物の形成をめざした。モニタリング結果によると、
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 図-8  現在（2012年 11月 11日撮影）の当別地区の状況 
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湿地の整備 

・冠水頻度の高い箇所を湿地化 

 

 

水面の修復 

・既存の水面を連結 

・多様化法面の整形により水際植生を多様化 

 

 

 

ワンドの創出 

・緩流域や浅場の創

出により多様な環境

の創出を誘導 

 

 

 

 河道の多様性の創出 

・河道拡張により多様な環境の形成を誘導 

 

 

 

 

 

樹林の保全・形成 

・既存林を存置 

・樹種更新を誘導し、樹種を多様化 

・洪水上の要件の許容される範囲で樹木を育成 

 

 

樹林の保全・形成 

・既存林を存置 

・樹種更新を誘導し、樹種を多様化 

・洪水上の要件の許容される範囲で樹木を育成 

 

 

事
業
評
価 

項目 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 

自然再生調査検討          

ワークショップ          

湿地・草地整備          

ワンド・砂州整備          

樹林整備          

管理用道路          

モニタリング          

 

表-1   事業のスケジュールと進捗 

 

計画検討 

平成23年度までに13回開催 

 左岸部(P-2・P-3) A=12ha・右岸部(P-6～P-9) 21ha 
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A= 
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造成直後のP-2湖沼(平成20年4月撮影) 

図-6  造成された湿地・草地環境の状況 

Zousei 1.11 撮影 

 

 

 

 

現在のP-2湖沼（平成24年7月撮影） 

図-7  造成されたワンドの状況 
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一部の湖沼（P-2）で想定よりも水位の低下傾向が見ら

れたが、植生は計画の想定以上の速さで回復している。 

水位低下がみられた湖沼に関しては、水収支のシミュ

レーションにより、敷設した粘土層が難透水層として十

分に機能していない可能性が示唆された。しかし、今後

の植生回復に伴う地盤の安定化が難透水層を形成すると

予測され、順応的管理の考え方から計画的に水位変化及

び植生回復状況のモニタリングを追加するとともに、以

降の湖沼整備では水位維持に留意している。 

 

(2)  地域協働 

 前述のように、自然再生にはその実現に際し、長い時

間を要するため、これら目標の実現には地域協働による

取り組みが不可欠である。当別川では表-2に示す役割分

担計画に基づき、ワークショップ委員が主体となってボ

ランティア協力で生物調査(鳥類・両生類・トンボ類)を

平成 20 年より継続して実施している。このモニタリン

グは、当別地区自然再生実施計画書において目標種とし

て定められている全 28種の内、平成 23年までに約 9割

にあたる 27 種が確認されており、実施計画書における

目標種の出現についてはほぼ満足している（表-3）。 

また、環境教育活動として平成 20 年に自然観察会・

探鳥会が実施され、平成 23 年には道内の高校生と水質

調査やトンボ調査、福島県からきた子供たちとのトンボ

採取等の利活用がされている他、近隣小学校の参画によ

り種子採取・苗づくり・植樹を実施し等が実施され、環

境学習の場として継続的に利活用がなされている。 

 

5.  現状における評価 
 

石狩川下流当別地区では、多様な環境を持つ拠点の形

成を基本方針とし、石狩川下流や当別地区周辺に生息す

る生物を目標種（表-3）として設定し、河岸環境、湿

地・草地環境、樹林環境の 3区毎に目標種を定めモニタ

リングを実施してきた。以下に、生物の生息環境に着目

して、計画で設定された“出現種数”を評価軸にして現

状の評価について環境別に記述する。 

 

(1)  河岸環境（ワンド・砂州） 

a)  魚類の利用状況 

河岸整備後に確認されている魚類の種数に着目し、計

画で設定された目標達成種数及びフィードバックライン

（許容値）を用いて評価した。設定されている達成目標

は、石狩川最下流部や近隣の美登位ワンドで確認された

種を対象とした。フィードバックラインは石狩川下流域

図-9  小学生による植樹活動 

 

団体区分 実施項目 実施内容 

(財)北海道環境財団 
情報発信 インターネット等を通じて情報発信 

活動支援 ·各種NPO間での情報の共有と連携支援 

ＮＰＯ法人カラカネイト

トンボを守る会 

環境調査 ·昆虫類(トンボ類)の調査とその結果に基づく環境の評価 

環境教育 ·自然観察会の実施 

ＮＰＯ法人茨戸川環境市

民フォーラム 

樹林形成 
·植樹活動の実施・指導 

·導入後の追跡調査 

維持管理 ·広く住民の参加を募って、清掃活動などを実施 

流域生態研究所 
予測評価 ·現計画での水際や高水敷の変化と、これに関する課題・評価・予測 

環境教育 ·水域・陸域での生物を主体とした環境教育等の実施 

江別、当別、新篠津地域の

鳥類及び両生爬虫類の生

態研究者 

環境調査 
·エゾアカガエルの繁殖状況の調査と水辺・地表の指標結果の取りまとめ 

·希少鳥類の繁殖・飛来状況の調査と保全状況の取りまとめ 

調査マニュアル

作成 

·特にエゾアカガエルについて、地域住民参加が可能な調査の手順・方法・まとめ方のマニュ

アルを作成し、学校教育等での利用を促進 

豊平川ウォッチャーズ 

環境調査 ·草原性鳥類の生息調査と結果の取りまとめや種リストや画像記録の作成 

環境教育 ·探鳥会などの自然観察会の実施 

情報発信 ·会報、ホームページなどで発信 

石狩鳥類研究会 
生物調査 ·会員による鳥類相の確認 

維持管理 ·草刈等の管理への協力 

ＮＰＯ法人当別エコロジ

カルコミュニティー 
環境教育 

·環境教育に関するプロジェクトの実施、目的の明確化及び目標の設定 

·スケジュール作成、実施のプロデュースとコーディネート、実施結果の評価と発信 

当別ワンド構想の早期実

現を目指す住民協議会 

維持管理 ·地域住民や小中学生による環境美化活動 

情報提供 ·現地学習会の開催や地域住民を対象した自然環境セミナーの開催 

行政 サポート他 ·活動のサポート及び情報発信等 

表-2  当別地区自然再生実施計画に基づく地域協働役割分担表 

；実施済みもしくは継続して実施中の項目 
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の河川水辺の国勢調査により確認された種数を設定した。

整備は平成 21 年度に完了し、確認種数は増加傾向にあ

る(図-10)。石狩川下流にて特筆される魚種としてカワヤ

ツメが挙げられるが、近年個体数の減少が著しい同種が

ワンド・砂州において確認されている(写真 1)。カワヤ

ツメの幼生は河岸部の土砂堆積箇所に生息する特性から、

河岸整備はこの土砂堆積を促す効果があったと考えられ、

今後に期待ができる。また、平成 23 年 9 月の洪水後に

は、出現種の変化と個体数の増加が見られ、今後もこの

ような出水による撹乱が、魚類の生息環境に大きな影響

を与えることが示唆された。 

(2)   湿地・草地環境 

湿地・草地環境は、水面から水際まで多様な環境が形

成されることより、鳥類から昆虫類、両生類まで幅広い

種に対して評価を行う必要がある。以下に対象種のモニ

タリング状況を示す。 

a)  渡り鳥（水鳥）の利用状況 

湖沼整備後に確認されている渡り鳥（水鳥）の種数に

着目し、計画で設定された達成目標及びフィードバック

ラインを用いて評価をおこなった。 

達成目標は石狩川に点在する旧川湖沼群で確認された

渡り鳥(水鳥)を目標としている。平成 20年度より整備を

実施、整備の進捗に伴い確認種数は増加傾向にある（図

-11）。整備前の排泥地における事前調査では 12 種の確

認にとどまったが、平成 23 年度までに飛来が確認され

た種は 29 種にのぼり、形成されたワンド湖沼等の水面

をこれら水鳥が利用している状況が確認されている。 

b)  トンボ類の利用状況 

達成目標は近隣の湿地（トンネウス沼）及び石狩川下

流のトンボ相を基に設定した。整備後種数は増加し、平

 整備目標 7.0ha

目標達成種数 12種

フィードバックライン（許容値） 10種

整備完了 H21

環境評価年に設定

図-10  河岸整備による魚類の利用状況 

 

 
写真1   カワヤツメ捕獲個体 H23.11 

  

・整備目標：「石狩川下流当別地区自然再生実施計画書」（H20.3）より設定
・リファレンス：石狩川旧川湖沼群（全6箇所）で確認された種数
・目標達成種数：リファレンスサイト1箇所当たりの平均種数を指標に設定
・許容値：リファレンスサイト1箇所当たりの最小種数を指標に設定

整備目標 40.0ha

目標達成種数 11種

フィードバックライン（許容値） 6種

環境評価年に設定

リファレンスサイト全確認種（全6箇所） 24種

整備完了 H23

図-11  湖沼整備による渡り鳥（水鳥）の利用状況 

 

【モニタリング実施機関】 

 鳥 類：石狩鳥類研究会、豊平川ウォッチャーズ(H22.3～10) 

 両生類：江別、当別、新篠津地地域の鳥類及び両生爬虫類の生態研究者 

 トンボ：ＮＰＯ法人カラカネイトトンボを守る会(H22.5～9)（札幌旭丘高校） 

 魚 類：札幌開発建設部(右岸H22.7、左岸H21.6） 

表-3  目標種の達成状況表 

種 名 事前

調査

モニタ

リング

備 考 種 名 事前

調査

モニタ

リング

備 考

湿

地

・

草

地

環

境

魚類 ヤチウグイ ○ × 当別左岸 河
岸
環
境

魚類 カワヤツメ × ○ H23に確認

エゾホトケドジョウ ○ ○ 〃 エゾトミヨ × × １種として

カウント
鳥類 チュウヒ ○ ○ (イトヨ) (○) (○)

オオジシギ ○ ○ H23に確認 イシカリワカサギ × × 〃

シマアオジ × ○ 〃 (ワカサギ) (○) (○)

カワアイサ × ○ 鳥類 コチドリ ○ ○

オナガガモ ○ ○ イソシギ ○ ○

マガモ ○ ○ ショウドウツバメ ○ ○

コヨシキリ ○ ○ 河岸環境目標種の確認数 5 6

ノビタキ ○ ○ 樹
林
環
境

鳥類 アカゲラ ○ ○

ホオアカ ○ ○ ハシブトガラ ○ ○

ヒバリ ○ ○ アオジ ○ ○

両生類 エゾアカガエル ○ ○ アカハラ ○ ○

トンボ類 ギンヤンマ × ○ 樹林環境目標種の確認数 4 4

シオカラトンボ ○ ○

ルリイトトンボ ○ ○

アオイトトンボ ○ ○

アキアカネ ○ ○

湿地・草地環境目標種の確認数 15 18



Yoshitake Tsumura,  Kimio Sawada 

成 23年度末には達成目標を満足している。 

湿地環境を評価するうえで有効なトンボ類は、リファ

レンスサイトで確認されている種数を上回り、湿地環境

や湖沼環境で生息する種も 8種確認されるなど、生息に

適した良好な湿地・湖沼環境が形成されていると考えら

れる(図-12)。 

c)  エゾアカガエルの繁殖状況 

エゾアカガエルについては、成体・冬眠・産卵・幼生

と成長段階により生育環境が多様であるため、繁殖の確

認により多様な環境の回復が評価できる。なお、事業の

進捗により、着実に卵塊等の繁殖状況が確認されている

ものの、形成した全湖沼での確認には至っておらず、今

後もモニタリングを継続する必要がある。 

 

(3)  樹林環境 

樹林環境の評価としては、これら樹林を生息・生育・

繁殖の場として利用する鳥類 4種を目標種として設定し

ており、これら目標種に関しては現時点で確認されてい

る。また、植樹等による植物種多様性の評価に関しては、

自然再生後、長期スケールでの監視が必要であり、今後

も調査を継続して実施する予定である。 

 

 

6.  今後の方向性～事業評価に向けて～ 

 

(1)  費用対効果 

事業としての評価は、生物目標種の達成も重要ではあ

るが事業費に対する効果把握も必須である。費用対効果

については、過去に 2回仮想市場法CVMの実施により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

費用対効果を算出し十分な結果が得られていると判断

される。また、目標として掲げている地域社会への貢献

度については、今後参加者へのアンケート調査等により

満足度を調査し、評価を行っていく予定である。 

 

(2)   今後の利用・PR 

 近年の環境への意識の高まりに伴い、生物の観察路を

整備したフットパス、自然を体感できるエコツアー等の

取り組みが人気を博している。今後は地域のさらなる利

活用の促進や事業地として価値を高める仕掛けとして、

当別地区への適用も考慮されている。一方で散策路の整

備やトイレ、駐車場の設置等についての問題が未だ解決

できていないのが現状であり、周辺の排水機場等の既存

施設を利用する等、今後の検討が望まれる。 

 

 

7.  終わりに 
 

当別地区は、石狩川の自然再生地区における最初の取

り組みであり、地域協働により有効な方策を模索しなが

ら事業を推進してきた。本年で整備は概ね終了したが、

今後も不確実性を含む自然現象に対し、適切な維持管理、

モニタリングを進めてゆくこととしている。 
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写真-2  鳥類の利用状況写真 

（ワンド造成地 H24.9.13撮影） 

 

整備目標 40.0ha

リファレンスサイト確認種 24種

整備完了 H23

目標達成種数 16種

環境評価年に設定

フィードバックライン（許容値） 11種

図-12  湖沼整備によるトンボ類の利用状況 

エゾアカガエルの卵塊

図-13  エゾアカガエルの生態概念図（上）と卵塊（下） 


