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札内川における礫河原再生の取り組み
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十勝川水系札内川では、近年、河道内の樹林化が進んでおり、かつて河道内に広く見られた礫河
原が急速に減少している。それにより礫河原に依存する動植物が世代交代できなくなることが懸念
され、こうした状況を川の流れが持つ営力により礫河原を更新できるシステムの再生を図る取り組
みを地域と連携しながら進めているところである。本研究では、既設ダムを活用した試験放流の結
果と川づくりにおける地域の活動について報告する。
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1. はじめに
札内川(写真-1)は「川狩り」に象徴されるように、流
域の住民にとって愛着あるかけがえのない水辺として親
しまれてきた。また、日高山脈をバックに広い礫河原を
網状に蛇行して流れる特有な景観を有していることや、
周辺に豊かな観光資源があること、帯広・広尾自動車道
や十勝地域の空の玄関口であるとかち帯広空港へのアク
セスが良好であることなどから、当該流域は、今後、川
づくり等による地域の発展が見込まれている。
一方、近年、河道内の樹林化が著しい札内川では、か
つて河道に広く見られた礫河原が減少している。氷河期
の遺存種であるケショウヤナギの更新地環境の衰退や礫
河原を生息・生育地としている動植物の利用環境の悪化
が懸念されている。

そのため、札内川特有の河川環境・景観を保全するた
め、礫河原再生に向けた取り組みを行うとともに、地域
住民と協働して川づくりに取り組んでいるところである。
本報告はこれらの背景を受けて現在行っている礫河原
の再生の取り組み状況と、今年度実施した既設ダムを活
用した試験放流について報告するものである。

2. 札内川の概要
(1) 流域の概要
札 内 川 は 、 そ の 源 を 札 内 岳 (標 高 1,896m)に 発 し
（図-1）、札内川ダムを経由して、中札内村を通過し、
戸蔦別川と合流して、帯広市街部で十勝川に合流する幹
川流路延長 82km、流域面積 725km2 の十勝川の一次支川で
ある。

写真-1 網状に流れる札内川（下流部）
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図-1 札内川と札内川流域

札内川は河床勾配が 1/100～1/125 と急流であり、川幅
が広く、砂州の動きが活発であることから、礫河原等の
自然裸地が多いといった特徴がある。
また、国土交通省が毎年公表している一級河川の平均
水質ランキング(BOD 値)において過去 8 回日本ーとなって
おり、清流札内川として地域に広く知られている。
(2) 河川環境
札内川は、広い礫河原がみられ、礫河原がなければ世
代交代が困難な動植物(以下、礫河原依存種と称す)や、
それを取り巻く草原性、森林性の多様な動植物が生息・
生育している。特に、河畔には、氷河期の遺存種で国内
のごく限られた地域にしか生育していないケショウヤナ
ギが広範囲に生育、鳥類では礫河原や水辺で営巣・生育
するイカルチドリやコチドリ等のほか、草原性のオオジ
シギ、魚類では礫質の清流に生息するハナカジカ等が確
認されている。

3. 札内川流域における地域の動向
(1) 札内川利用と地域の動き
a) 河川の利用の動向
札内川は流域の住民にとって愛着あるかけがえのない
水辺として親しまれてきた。札内川の河川 1km あたりの
水辺利用者数は水系内で最も多く(図-2)、河原や浅瀬で
の水遊び、カヌー等の利用や川の生物観察等の環境学習、
高水敷での運動利用の河川利用のほか、川の清掃活動も
盛んである。

図-3 十勝圏 19 市町村の観光入込客数

平成 23 年 3 月にはとかち帯広空港と羽田空港間のダブ
ルトラッキング化と増便が行われ、平成 23 年 10 月には
高速道路夕張 IC～占冠 IC の開通による道央・道東地域の
高速道路連結が完了した。これにより十勝管内へのアク
セス性能が大幅に向上し、更なる観光客の動員が期待さ
れている。
また、旭川～富良野～十勝の約 200km を７つの庭園で
結ぶ観光ルートを設定した北海道ガーデン街道やシーニ
ックバイウェイによる札内川流域を含む観光ルートの整
備等が行われており、これにより地域観光資源間の交通
利便性の向上や連携によるさらなる魅力の向上が行われ
ている。
(2) 札内川懇談会の設立
そんな中、札内川流域における動きを受けて、地域と
連携して、札内川流域、十勝川流域を盛り上げようとい
う機運が高まっている。その機運を受け、札内川におけ
る地域連携のプラットフォームとして札内川懇談会を設
立した(写真-2)。

図-2 河川 1km あたりの水辺利用者数（H21 年度）

b) 観光・交通分野の動向
札内川流域内には中札内村、帯広市、幕別町が位置し、
数多くの観光客が訪れている（図-3）。近年は「食」や
「農林漁業」を柱として地域の発展につなげていく「フ
ードバレーとかち」の取り組みや、グリーンツーリズム
等の体験・滞在型観光が盛んになってきている。なかで
も、中札内村の観光入込客数は増加傾向で、近年は年間
100 万人前後 1)で推移している。

写真-2 住民・自治体等関係者・河川管理者による討議
（札内川懇談会）

札内川懇談会は札内川に係る地域の方々で札内川を語り、
「札内川」「札内川らしさ」を活かして、地域活性化へ
の取組み方法、河川文化（川狩り、モラル、安全・環境
教育等）の継承・向上等について議論し、実践に向けて
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の調整・活動を行うことをコンセプトとしている。
懇談会では、自然環境、水辺利活用、地域活性をテー
マとしてワーキンググループを設け、自然環境と治水、
教育・体験・文化、利用・観光の面で札内川の望ましい
姿について話し合っており、今後それに向けた具体的な
活動に取り組むこととしている。
ワーキンググループはこれまで複数回行われており、
生物にとってよい河川の環境や、河畔林の扱い、礫河原
の再生などについて議論がなされた。また、現地にて樹
木繁茂状況のモニタリングを行ったり（写真-3）、ピョ
ウタンの滝、札内川の伏流の様子、札内川に生育するケ
ショウヤナギの様子、札内川ダム、札内川砂防堰堤の現
地確認を行い、河川管理者と地域住民の認識を共有させ
た。

の安定が図られ堤防侵食の危険性が低減した。水制工の
整備区間では流路幅が狭小化したが、その幅の中で礫河
原は概ね維持されてきた。
しかし、平成 18 年頃からは、年最大流量や融雪期の流
量が減少傾向となり、出水の頻度も低下したため樹木が
定着しやすく、流出しづらい状況になった。(写真-4)

写真-3 地域住民との樹木モニタリングの様子
（高水敷）
これらのワーキンググループの活動を通して、参加者
が札内川の魅力や動植物の豊かさを再発見することとが
できたと同時に、利活用の可能性などについてアイディ
アが見えてきた。
(3) 見えてきた札内川の望ましい姿について
礫河原を更新地とする動植物が生息できる環境や、瀬
や淵、たまりといった変化に富む河川環境の実現、水辺
の利活用では河原や河畔林を舞台に環境学習や体験活動
を実施し、地域を通じて子供たちが水難事故に遭わない
ような危機管理の教育、流域の豊かな観光資源などを活
用し、川づくりから地域を発展させることなどが挙げら
れた。

4. 札内川の現状と課題
(1) 現状
急流河川である札内川は、かつて洪水時の洗掘や河岸
侵食等により堤防が決壊するおそれのある危険な河道で
あったため、河道の安定化を目的とした水制工等を整備
してきた。水制工の整備後は高水敷が形成されて、河道

写真-4 札内川の礫河原減少の様子
この結果、流路沿いの礫河原では水辺にも定着するオ
ノエヤナギやエゾノキヌヤナギ等が増加し、近年の 30 年
間で札内川の下流区間では樹林の面積は約 4 倍に増加し、
礫河原の面積は約３／４に減少した。また、札内川の上
流区間では樹林の面積は約 7 倍に増加し、礫河原の面積
は約１／３に減少した。 (図-4)
(2) 課題
a) 河川環境上の課題
ケショウヤナギは日当たり良好な礫河原を生育適地と

Toshiyuki Tanaka, Hidetoshi Kawagishi, Kazuto Kawabe

図-4 札内川河道内の樹林・礫河原の面積の変化
している。礫河原で実生が定着し、成長することで更新
（世代交代）していくことができる。つまり、礫河原が
減少するとケショウヤナギの更新地環境の衰退が懸念さ
れる。また、イルカチドリやコチドリなど、礫河原で繁
殖する渡り鳥が札内川へ飛来しなくなるおそれがある。
b) 親水上の課題
十勝川では、流域の人々が古くから「川狩り」(写真5)と称して河原で釣りや炊事等を行うなど、愛着あるか
けがえのない水辺として川の豊かな自然に親しんできた
という十勝特有の文化がある。

図-5 十勝管内の河川における不法投棄量の推移

5. 礫河原再生の取り組み
(1) 取り組みの概要
河道内の樹林化が著しい札内川では、かつての河道内
に広く見られた礫河原が急速に減少しており、氷河期の
遺存種であるケショウヤナギの更新地環境の衰退が懸念
されている。そのため、ケショウヤナギ生育環境の保全
に加え、札内川特有の河川環境・景観を保全するため、
礫河原の再生に向けた取り組みを行う。
近年の出水の規模や頻度の減少等を踏まえ、融雪水を
活用した札内川ダムの放流により札内川に生息、生育、
繁殖する動植物にとって良好な河川環境をめざし、川の
流れが持つ営力により礫河原を更新できるシステムの再
生を図ることとする。
この自然の攪乱リズムを復活させる取り組みにより、
流路変動や河床攪乱により礫河原が再生し、礫河原依存
種が世代交代していくことができる河川環境が回復する
と期待される。

(2) 平成 24 年度の取り組み
札内川における近年の河道内樹木の増加、礫河原減少
写真-5 かつての「川狩り」 の様子
の状況を踏まえ、川の流れが持つ営力により礫河原を更
新できるシステムの再生を図るため、札内川ダムの弾力
しかし、河道内の樹林化や礫河原の減少により水辺利
運用による中小出水規模の放流を実施することにした。
用できる場所が制限され、「川狩り」に象徴される河川
札内川ダムでは、例年、洪水期（7 月 1 日～）に備え
利用文化の衰退のおそれがある。
てダムの空き容量を確保するため、ダム貯水位を洪水貯
また、水辺を利用するためは密生した樹林を通らなけ
ればならないため、川へのアクセス性の悪化を生じたり、 留準備水位まで低下させる操作を行っている。（図-6）
今回の中小出水規模放流は、その時期に合わせて 6 月 25
ごみの不法投棄も樹林化した人目につかない箇所で多く
日に実施した。
見られる現状もある。（図-5）
なお、6 月 25 日の放流により、6 月下旬までに散布さ
c) 治水上の課題
河道内に繁茂した樹木は洪水時の流れを阻害するため、 れたオノエヤナギやエゾノキヌヤナギの種子を洗い流し、
礫河原を回復させ、そのフレッシュな河原には 7 月中旬
洪水時の流下能力不足となるおそれがある。河道内の樹
まで散布されるケショウヤナギの種子を定着させる狙い
林化により流下能力不足となった場合は、樹木管理が必
もある。
要となり人力や重機での樹木伐開作業が必要で、多大な
今年度は最大放流量約 112m3/s のダム放流を行い、放流
労力と費用が必要になる。
による河道変化、側岸侵食、礫河原形成、ヤナギ類実生
流出状況等をモニタリングした。
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図-6 ダム放流のイメージ
(3) 結果と効果
a) 礫河原の再生
今回のダム放流量では、掃流された礫河原の面積と、
河床材料の移動のしやすさの指標である無次元掃流力τ*
との間には正の相関関係がみられてτ*が 0.05 程度以上に
なると比較的大きな掃流が発生し、礫河原が更新するこ
とが分かった。
試験施工区間 KP42.0 での放流前後の写真を写真-6 に示
す。放流により側岸侵食が起こり、礫河原の形成が確認
された。写真-7 に 示す放流前後の垂直写真を比較して
もその変化が見て取れる。今回の放流は河道内の冠水し
た礫河原において一定の攪乱効果があったものと考える。
写真-7 放流による侵食と礫河原形成状況
(KP42.0 河道整正試験施工区)

図-7 放流前後の
ヤナギ類・ケショウヤナギ
の実生数の変化

6. 今後の取り組み

写真-6 放流前後の上札内橋上流の様子
b) ヤナギ類の実生数の変化
さらに、ダム放流により冠水した礫河原では、オノエ
ヤナギやエゾノキヌヤナギの実生が減少し、放流後は、
種子が散布されたケショウヤナギの実生の定着が確認さ
れた(図-7)。今回のダムの放流によって、冠水範囲の河
床材料の移動、侵食などの攪乱作用が確認され、それに
よりオノエヤナギ、エゾノキヌヤナギの実生が流失され
たことが分かった。

札内川の取り組みについては、礫河原が維持・再生さ
れやすい河道形状の把握や礫河原再生の効果的な手法の
確立に向けて、調査及び検討を行うとともに、地域の発
展に寄与する川づくりを目指し、地域と協働して事業を
進めていく。
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