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はじめに

北海道では、平成 28 年に統計開始以来初の 3 つの台風が上陸（7 号、11 号、9 号）し甚大な

暴風被害や出水被害が発生しました。

また、令和 3 年度は、7 月 1 日から 3 日にかけて停滞した前線により、数日間にわたって断続

的に雨が降り続き、東海地方から関東地方南部を中心的に記録的な大雨となりました。この大雨に

より、熱海市では土石流が発生したほか、河川の増水や低地での浸水が発生しました。

このように、近年の激甚化・頻発化する災害への対応が課題となっています。水害リスクの増大

に備えるため、河川管理者の取り組みだけではなく、河川流域で全体で集水域から氾濫域に関わる

関係者が協働する「流域治水」へ取り組んています。

また、効果的・効率的な維持管理を推進することが重要となっており、持続的な安全を確保する

ため、引き続き治水安全度を向上させる堤防整備等を進め、河川管理施設の適切な維持管理行いま

す。

さらに、社会資本全体として既存ストックの老朽化が懸念される中で、近年の厳しい財政状況も

考慮して、河川という自然公物の特質に即した効果的・効率的な維持管理を行うことが必要です。

函館開発建設部では、このような背景を踏まえ、平成 24 年 3 月に「後志利別川河川維持管理計画」

を策定（平成 30 年４月改定）しました。本計画に基づき河道や河川管理施設をはじめ、流水や河

川環境等について定期的に調査・点検・モニタリングを行い、その結果を河川カルテに記載すると

ともに評価を行い、｢維持管理計画｣に反映し、河川の状態の変化に応じた順応的管理（アダプティ

ブ・マネジメント）に努めています。また、あわせて管理の取り組みを地域の皆様に知って頂くた

め、ＨＰ等を通じた「河川管理の見える化」に取り組んでいます。

本レポートでは、今金河川事務所における日々の河川管理の取り組みを紹介するものです。

令和 4 年 3 月

アダプティブ・マネージメントのイメージ
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１．河川の概要

後志利別川という名は、アイヌ語の「ツウシベツ」（山の走り根・大きい・川）あるいは「トゥ

ッ・ペッ」（網・川）によったものと考えられており注)、十勝支庁の利別川と区別するため「後志」

を冠したものである。

後志
しりべし

利
とし

別
べつ

川は、その源を北海道瀬棚
せ た な

郡今金
いまかね

町の長万部
おしゃまんべ

岳（標高 972m）に発し山間部を流下し、

今金町住吉において平野部に出て、今金町市街部でオチャラッペ川、利
とし

別
べつ

目
め

名
な

川等を合わせ、せ

たな町において日本海に注ぐ、幹川流路延長 80 ㎞、流域面積 720 ㎞ 2の一級河川である。

流域の土地利用は、山林等が約 81％、水田、畑等の農地が約 14％、宅地等そのほかが約 5％

となっている。また、後志利別川は、全国一級河川の水質調査で、過去に幾度も水質日本一になる

等、河川水質が良好で、多様な自然環境を有している。

後志利別川流域図

注)「北海道の川の名」：山田秀三著
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流域の気候は、温帯気候の北限とされ、特に日本海を北

上する対馬暖流の影響で比較的温暖な海洋性気候が特徴

である。流域の年間降水量は今金で約 1,350mm である。

後志利別川は、源流部から住吉付近に至る上流部では、

渓谷をつたいピリカ湖へ流れ、その後山間部を蛇行する山

地渓流であり、河床勾配が約 1/200～１/500 の急流河

川である。

住吉付近から利別目名川合流点付近に至る中流部では、

河床勾配が約１/500～1/1,400 で田園地帯が広がる平

野部に入り今金町を貫流している。

利別目名川合流点付近から河口に至る下流部では、河床

勾配が約１/1,400～1/3,000 でせたな町を貫流し、緩

やかな流れとなって日本海に注ぐ清流河川である。

後志利別川ではサケの増殖事業が行われている他、支川

のメップ川ではサクラマスの産卵が行われ、サクラマスの

資源維持培養を図る重要な河川として、保護水面に指定さ

れている。また、アユとヤツメウナギの漁業権が設定され

ている。

流域は、農業を基幹産業としており、主な農産物として

は、米をはじめ、じゃがいも及びネギ等である。また、丘

陵地帯では、酪農及び畜産の取り組みも盛んである。

植生は木本群落ヤナギ林が上流域より下流域にかけて

水辺及び髙水敷に広く分布しており、崖地には北限となる

ブナの自然林がある他、ミズナラ等の自然植生が残されて

いる。河口部両岸には海岸砂丘が広がり、ハマニンニク、

ハマナスをはじめとする砂丘植物群落が分布している。

鳥類ではヤマセミ、ミサゴ、オジロワシ、チュウヒ等の特定種も確認されている。

河川の利用では、後志利別川上流では、水辺での川の自然観察、カヌー下り、アユ釣り等に利

用されている。

中流部の今金町では、河川緑地運動公園が整備され、パークゴルフ場等、住民のスポーツの場、

憩いの場、交流の場として利用されている。また、自然観察、環境学習の場として利用されている。

下流部のせたな町では桜づつみが整備されており、市街地と連携した散策路として利用され、

支川真駒内川では、サケ・マス観察広場が整備され、川や自然とふれあい親しむ場等として利用さ

れている。

流域の地形は、概ね山地及び台地に位置する盆地状の平野と低地となっている。

流域の地質は、古生層の上に海底火山の噴出物である緑色凝灰岩が含まれている新第三紀層が

上流部（中里地先）

中流部（種川地先）

下流部（兜野地先）
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重なっている。また、渡島半島部東に活火山・北海道駒ヶ岳があり、流域を含むかなりの地域が火

山性土で覆われている。

(出典：産業技術総合研究所地質調査総合センター「図幅図」)

後志利別川流域地質図
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後志利別川流域では、洪水が頻発していたことから、捷水路事業等の治水事業が行われてきた

が、その後も、洪水被害が発生している。既往最大洪水となる昭和 37 年 8 月洪水では、西丹羽

地区の堤防が決壊し、西丹羽地区一帯が洪水氾濫し、家屋や田畑が浸水するなど多大な被害を受け

た。昭和 50 年 8 月洪水では、せたな町（北檜山区市街）で洪水氾濫し、市街地や田畑が浸水す

る等の被害を受けた。また、近年では、平成 11 年 7 月洪水で下流部の愛知、豊田地区等で内水

被害を受けた。

平成 29 年 9 月には台風第 18 号による大雨により、今金水位観測所で氾濫注意水位を超え既

往第 2 位となる水位を観測するほどの洪水が発生したが、美利河ダムが防災操作及び特別防災操

作を実施し、後志利別川の水位上昇を抑制、また自治体による災害対策車を活用した内水排除が各

地で行われたこともあり、農地浸水被害が局所的に発生した程度で、甚大な被害は発生しなかった。

昭和 37 年 8月洪水 昭和 50年 8 月洪水

午前 10 時頃の花石右岸樋門 午後 1 時頃の今金河川緑地公園

平成 29年 9 月 18 日洪水状況写真
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表 1-1 後志利別川の主な既往洪水被害の概要

洪水発生年月日 気象原因

流域平均24時間

雨量今金地点

(mm)

今金地点流量

(m3/s)
被害等

昭和37年8月 台風 218 1,130
被害家屋（戸） 1,896

氾濫面積（ha） 5,078

昭和50年8月 台風 181 770
被害家屋（戸） 133

氾濫面積（ha） 1,563

昭和60年9月 台風 129 880
被害家屋（戸） 111

氾濫面積（ha） 380

平成9年8月 台風 132 820
被害家屋（戸） 23

氾濫面積（ha） 284

平成10年5月 低気圧 206 870
被害家屋（戸） 23

氾濫面積（ha） 282

平成11年7～8月 低気圧 129 950
被害家屋（戸） 28

氾濫面積（ha） 115

平成22年7月 低気圧 134 650
被害家屋（戸） 17

氾濫面積（ha） 139

平成29年9月 台風 189 1320
被害家屋（戸） 0

氾濫面積（ha） 25

注)流量は氾濫量及び美利河ダムによる調節量を戻して算出した値
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平成 5 年 7 月に発生した北海道南西沖地震では、マグニチュード 7.8 の大地震と地震に伴う

津波、液状化が北海道南西部に甚大な被害をもたらした。後志利別川の堤防の被害は、堤防の縦断

亀裂・横断亀裂、すべり崩壊、堤防天端の沈下、護岸の被害は、法覆工背面の空洞、法覆ブロック

の段差・すべり、樋門の被害は、水路法覆工、樋門の継ぎ手部の開口等、多大な被害を受けたが、

迅速な災害復旧を行った。

表 1-2 地震被害の概要

工 種 被害概要

堤 防 6,580m

護 岸 3,151m

河川構造物 樋門 5 箇所、水路 72m

①豊岡地先 ②西丹羽地先 ③西丹羽地先

④兜野地先 ⑤愛知地先

北海道南西沖地震による被害状況

①
②

③

④ ⑤
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◆ 河川の区間区分

氾濫区域に多くの資産等を有し、堤防によって背後地が守られている区間をＡ区間とする。

一方、背後地の地盤高が部分的に高く、一連区間で堤防を有しておらず、氾濫域に社会的影響が

大きな重要な施設がない区間をＢ区間とする。

対象河川における区間区分は以下の通りである。

後志利別川（全体 L=51.0km）

A 区間（KP0.0～44.0、L=44.0km）

河口から新花石橋(KP44 付近)までは、氾濫区域に多くの資産を有し、堤防によって背後地が

守られていることから A 区間とする。

B 区間（KP44.0～51.0、L=7.0km）

新花石橋(KP44 付近)から美利河橋(KP51 付近)までは、背後地の地盤高が部分的に高く、一

連区間で堤防を有しておらず、氾濫区域に社会的影響が大きな重要な施設がないことから B 区

間とする。

後志利別川の区間区分図

表 1-3 河川管理区間

河川名
延 長

備考
上流端(目標物) 下流端 延長(km)

後志利別川

左岸 北海道瀬棚郡今金町字美利河 410 地先
海 51.0 指定区間外区間

右岸 同町同字 41-21 地先

左岸
北海道瀬棚郡今金町美利河国有林今金事

業区 238 林班か小林班地先
左岸

北海道瀬棚郡今金町字

美利河 410 地先 5.6
指定区間外区間

(美利河ダム区間)
右岸 同町同字 113 番の 8 地先 右岸 同町同字 41-21 地先
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２．河川維持管理の概要

2.1 河川維持管理の目標

【河道流下断面の確保】

【施設の機能維持】

河道の流下能力（治水安全度）の維持の為、整備計画目標流量を満足している区間

においては、整備計画目標流量を維持するよう、また整備計画目標流量を満足して

いない区間については、現況の流下能力の確保を基本とし、河川整備と整合を図り

ながら掘削を実施します。

河道の流下能力（治水安全度）の維持の為、整備計画目標流量を満足している区間

においては、整備計画目標流量を維持するよう、整備計画目標流量を満足していな

い区間については、現況の流下能力の確保を基本とし、河川整備と整合を図りなが

ら樹木の伐開を実施します。また、河川管理施設の保護、河川巡視の支障となる場

合、ＣＣＴＶカメラの視認の支障となる場合、流量等観測精度を確保する場合に樹

木の伐開を実施します。

河道の流下能力（治水安全度）の維持の為、定期縦横断測量を実施し堤防の高さ、

形状の確認を行い、整備計画目標流量を満足している区間においては、整備計画目

標流量の維持、整備計画目標流量を満足していない区間については、現況の流下能

力の確保を基本とし、河川整備と整合を図りながら堤防の高さ・形状維持を実施し

ます。

河川利用施設

の補修

（区間共通）

水文観測施設

の補修

（区間共通）

各河川管理施

設の機能維持

（区間共通）

各々の施設が維持すべき機能が低下する恐れがある変状等が見られた場合には、モ

ニタリングを継続し、変状の状態から施設の機能の維持に重大な支障をもたらすと

判断した場合には、必要な対策を実施します。

観測精度が確保されていないと判断された場合は、確実な観測が行えるよう必要な

対策を実施します。

高水敷では公園が整備され、河川利用者が多いことから、各河川利用施設の機能維

持を図る。変状等が見られた場合は、その状態から施設の機能に重大な支障をもた

らすと判断した場合には、必要な対策を実施します。

堆積土砂の掘削

（区間共通）

樹木伐開

（区間共通）

堤防の高さ・
形状の維持

（Ａ区間）
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【施設の機能維持】

【維持修繕計画】

【河川区域の適正な利用】

緊急時の対策

（区間共通）
出水時及び水質事故等への対策を万全とするため、側帯設置や水防及び水質事故資

機材等の整備を実施します。資機材等については、定期的に点検を行い、保管状況

を把握するとともに、不足の資機材は補充を行います。

河川管理施設

の 機 能 維 持

（区間共通）

修繕が必要な老朽施設の補修を行い河川管理施設としての機能を維持します。

不法行為等の

是正・防止

（区間共通）

河川敷地の不法占用や不法行為については、平常時の河川巡視により状況把握を行

い、不法行為を発見した場合は、原因者への指導、是正措置に努めます。
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2.2 河川維持管理における主な実施内容

河川の維持管理は、河川維持管理計画に基づき、河川巡視、河川管理施設点検等により河川の状態

把握を行い、これらを踏まえて、施設の補修・更新等の必要な維持管理対策を随時実施しています。

 河川の維持管理

堤防除草 河川巡視

堤防点検 河川管理施設状況把握

樋門・排水機場点検 安全利用点検
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３．具体的な維持管理対策

3.1 維持管理の条件整備

3.1.1 堤防除草（堤防監視の条件整備）

 実施の基本的な考え方

堤防の変状等の外観点検を迅速かつ的確に行うこと、堤防の法面を防御する芝の被覆を維持す

ること等を目的に実施します。

3.1.2 除草後の措置

 実施の基本的な考え方

河川管理上あるいは廃棄物処理上の支障がなく、刈草を存置できる場合を除き、刈草の飛散防

止のため、除草毎に集積（集草）・搬出を実施します。

3.2 河川巡視による状況把握

3.2.1 平常時の河川巡視

 実施の基本的な考え方

平常時の河川巡視は河川維持管理の基本をなすものであり、定期的、計画的に河川を巡回し、

その異状及び変化等を概括的に把握するために実施します。

3.2.2 出水時の河川巡視

 実施の基本的な考え方

出水時においては、状況が時々刻々と変化し、これに対応して適切な措置を講じる必要があり

ます。出水時の河川巡視は、堤防、洪水流、河道内樹木、河川管理施設及び許可工作物、堤内地

の浸水等の状況を概括的に把握するために実施します。

3.2.3 目的別河川巡視

 実施の基本的な考え方

堤防、護岸、樋門樋管及び不法行為などを対象とし、より詳細な徒歩による目視を含む巡視を

行い、適切な河川管理を実施します。

3.2.4 異常時河川巡視

 実施の基本的な考え方

河川における水質事故や火災等の発生時、またはそのおそれのある場合に河川の状況を把握す

るために巡視を行っています。なお、巡視にあたっては、巡視者の安全確保を優先した上で行っ

ています。
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3. 3 点検

3.3.1 出水期前・台風期点検

 実施の基本的な考え方

河川が有するべき河道の流下能力、堤防、水門等の河川管理施設の安全性について、治水上の

機能確保を目的に点検を実施します。

3.3.2 出水中・出水後点検

 実施の基本的な考え方

はん濫注意水位を超える出水が発生した場合に点検を実施します。また、はん濫注意水位には

達しないが、水防団待機水位以上の経過時間が48時間以上となった場合も点検を実施します。

3.3.3 地震時点検

 実施の基本的な考え方

点検の基準となる震度を観測した場合、地震発生後に河川管理施設及び許可工作物の点検を実

施します。

3.3.4 機械設備・電気・通信設備を伴う河川管理施設の点検

 実施の基本的な考え方

河川構造物の土木施設部分が被災すると、これが原因となって本体周辺の堤防や河岸が被災し

大きな被災に至ることがあるため、年間を通じた点検を実施し、土木施設の変状等の異状を発見

した際には傾向管理を行い、すみやかに補修・補強等の適切な措置に努めます。

3.3.5 河川カルテの作成

 実施の基本的な考え方

河川カルテは、堤防、河道、施設の状態に加え、点検、補修対策等の河川維持管理における実

施事項、河川改修等の河川工事、災害及びその対策等、河川管理の履歴として必要な事項を記載

し、河川管理の基礎資料とするものです。

3.4 天端補修

 実施の基本的な考え方

河川巡視や堤防点検、および水防活動に支障をきたさぬよう、堤防天端の補修（不陸箇所の砂

利のかき起こし整正、天端敷砂利、アスファルト修繕等）の実施に努めます。

3.5 高水敷樹木伐開

 実施の基本的な考え方

現況河道の流下能力の維持、河川管理施設の保護（樹木の浸入等による損傷防止）、適切な河

川監視及び管理（河川巡視の障害、ＣＣＴＶの可視範囲の確保、流量観測精度の確保、不法投棄

対策等）を目的に河川整備計画との整合を図りながら計画的な伐開に努めます。
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3.6 法面補修

 実施の基本的な考え方

堤防機能の維持を目的に、法面補修に努めます。

3.7 護岸補修

 実施の基本的な考え方

護岸機能の維持を目的に、護岸の補修に努めます。

3.8 水門等修繕

 実施の基本的な考え方

樋門本体、ゲート設備及び電気通信施設等の機能維持を目的に、補修に努めます。

3.9 障害物除去・塵芥処理

 実施の基本的な考え方

流下断面の阻害や河川管理施設への影響となる流木の除去や良好な河川空間の維持を目的に、

障害物除去、塵芥処理、水面清掃の実施に努めます。

3.10 堆積土砂掘削

 実施の基本的な考え方

排水能力及び流下能力の維持を目的に、排水阻害となっている樋門や水路の堆積土砂や河道内

堆積土砂の掘削除去に努めます。

3.11 標識等の補修

 実施の基本的な考え方

河川名標識、啓発標識・基準点及び境界杭の維持を目的に、破損や劣化等の補修に努め、必要

な標識の計画的な設置に努めます。

3.12 許可工作物の補修

 実施の基本的な考え方

許可工作物については、施設管理者により、河川管理施設に準じた適切な維持管理がなされる

ように指導し、許可に当たっては必要な許可条件を付与するとともに、設置後の状況によっては、

必要に応じて点検や修繕を行うよう指導・監督等を行います。
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3.13 不法投棄対策

 実施の基本的な考え方

不法投棄を発見した場合には、行為者の特定に努め、行為者への指導監督、撤去等の対応を適

切に行います。

3.14 水防等のための対策

3.14.1 河川に係わる情報の収集

 実施の基本的な考え方

河川の維持管理を適切に行うため、河川現況台帳、河川カルテを整備・保管する。また、必要

に応じて河川維持管理データベースシステム（以下、「RiMaDIS」）に各種情報を登録する。

水文、水質、土砂の移動状況、土地利用などの河川管理に資する情報と共に、河川水辺の国勢調

査等により河川環境に関する情報を適切にモニタリングします。

3.14.2 危機管理体制

 実施の基本的な考え方

洪水時・災害時等の水防活動や水質事故に伴う水質汚濁対策や情報連絡を円滑に行うために、

関係機関及び河川管理者からなる「後志利別川大規模氾濫に関する減災対策協議会・環境保全連

絡協議会」等を定期的に開催し、連絡体制の確認、水質事故訓練及び水防訓練など、水質汚濁防

止体制と水防体制の充実に努めます。

3.14.3 気候変動を踏まえた治水

 実施の基本的な考え方

令和元年東日本台風をはじめ、平成３０年７月豪雨や平成２８年８月北海道豪雨等、近年激甚

な水害が頻発し、さらに今後、気候変動による降雨量の増大や水害の激甚化・頻発化が予測され

ます。このような水害リスクの増大に備えるために、河川流域全体のあらゆる関係者が協働し、

流域全体で水害を軽減させる治水対策として「後志利別川流域治水協議会」を設置し、「流域治

水」への転換を進めています。

3.15 河川管理者と市区等で連携して行うべき事項

 実施の基本的な考え方

せたな町、今金町と連携して、効果的・効率的な河川の維持管理を実施します。

3.16 河川管理者と市区、NPO・河川協力団体等との連携事項

 実施の基本的な考え方

NPO、河川協力団体等と連携して、効率的・効果的な河川の維持管理を実施します。
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４．令和 3 年度の維持管理の実施状況

4.1 維持管理の条件整備

4.1.1 堤防除草（堤防監視の条件整備）

 取り組み状況

堤防法面を防御する芝の被覆を維持するため、また、堤防点検を実施するため、堤防法面お

よび堤内排水等の除草を実施しました。

 取り組み場所

後志利別川管理区間

トラクタモア ハンドガイド

4.2 河川巡視による状況把握

4.2.1 平常時の河川巡視

 取り組み状況

河道、河川管理施設及び許可工作物の状況の把握、河川区域等における不法行為の発見、河

川空間の利用に関する情報収集、河川の自然環境に関する情報収集等を対象として、夏期：週

２回、冬期：週１回の河川巡視を実施しました。

 取り組み場所

後志利別川管理区間

巡視状況 電子機器による巡視記録
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4.2.2 出水時の河川巡視

 取り組み状況

河川の増水時においては、堤防、河道、河川管理施設および家屋や耕作地の浸水等の状況を

把握するために巡視します。

令和３年度は、大きな出水がなかったため、出水時の巡視はありませんでした。

 取り組み場所

後志利別川管理区間

4.2.3 目的別河川巡視

 取り組み状況

河川特性や課題等を考慮し、場所・目的等を絞った徒歩による目視を含む巡視を行い、異常

等を把握した場合は、速やかに対応策の検討を行いました。

 取り組み場所

後志利別川管理区間

目的別巡視（樋門） 目的別巡視（河道） 目的別巡視（許可工作物）

4.2.4 異常時河川巡視

 取り組み状況

河川の異常が発生した場合（事故、火災等）、またはそのおそれのある場合に河川の状況を

把握するために巡視を実施します。

令和３年度は、対象となる事故等の異常がありませんでした。

 取り組み場所

後志利別川管理区間
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4. 3 点検

4.3.1 出水期前・台風期点検

 取り組み状況

融雪出水や台風期の状況等を考慮して適切な時期に堤防等の河川管理施設の点検を実施しま

した。

 取り組み場所

後志利別川管理区間

堤防点検の様子 構造物点検の様子

4.3.2 出水後点検

 取り組み状況

出水後に堤防等の河川管理施設の点検を実施します。

点検については目視による点検を基本とし、必要に応じて車両等の併用を行います。

令和３年度は、大きな出水がなかったため、出水後点検はありませんでした。

 取り組み場所

後志利別川管理区間

4.3.3 地震時点検

 取り組み状況

震度４以上の地震が発生し出水等による影響がある場合に河川管理施設等の地震時点検を行

います。また震度５弱以上の地震が発生した場合は地震発生後直ちに地震時点検を実施しま

す。

津波の影響が予測される区域においては、大津波警報、津波警報・注意報が解除され安全が

確認できてから地震時点検を実施します。

令和３年度は、大きな地震がなかったため、地震時点検はありませんでした。

 取り組み場所

後志利別川管理区間
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4.3.４水閘門等点検

 取り組み状況

適切な操作が行えるよう直轄河川管理施設である水門、樋門管、排水機場の設備を点検しま

した（出水期間中毎月）。また年１回、専門の技術者による設備点検・整備を実施しました。

 取り組み場所

水門 ・・・ １箇所

樋門・樋管・・・５９箇所

排水機場 ・・・ ２箇所

樋門設備点検の様子 樋門設備点検の様子

水門設備点検の様子 排水機場設備点検の様子
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4.3.5 自家用電気工作物保安点検

 取り組み状況

停電時に備えた自家用発電設備点検、排水機場の電力設備等の電気工作物の点検を実施しま

した。

 取り組み場所

今金河川事務所、今金水門遠方操作室、豊田３号樋門ユニット式排水ポンプ格納庫、

兜野排水機場、北檜山排水機場

設備点検の様子 設備点検の様子

電気工作物保安点検の様子 電気工作物保安点検の様子
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4.3.6 防災情報通信設備点検

 取り組み状況

出水等に備え、レーダ雨雪量計施設、多重無線施設、ＣＣＴＶ等情報通信施設、光通信施設

等の防災情報通信設備を点検しました。

 取り組み場所

函館開発建設部管内

監視カメラ設備点検の様子 多重無線設備点検の様子

情報通信設備点検の様子 情報通信設備点検の様子
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4.3.7 水位・雨量観測所点検

 取り組み状況

後志利別川流域への降雨を把握する雨量観測所、後志利別川の水位を把握する水位観測所の

設備を点検しました。

 取り組み場所

雨量観測所 ・・・３箇所 奥種川（雨量）、旭台（雨量）、小倉山（雨量）

水位・雨量観測所 ・・・５箇所 住吉（水位・雨量）、花石（水位・雨量）

今金（水位・雨量）、大富（水位・雨量）

河口（水位・雨量）

雨量観測機器点検の様子 雨量観測機器点検の様子

水位観測機器点検の様子 水位観測機器点検の様子
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4.3.8 河川カルテ等の作成

 取り組み状況

河川巡視により、発見した変状等の重要情報や、各点検結果により得られたデータを蓄積

し、常に新たな情報を追加しました。河川カルテ等は河川の維持管理状況を把握する基本情報

のため、被災時の災害復旧に申請に資する基礎資料等となることから、適切にデータの蓄積を

行いました。

4.4 天端補修

 取り組み状況

直轄区間において、点検結果により、不陸による段差が発生し、河川管理に支障をきたす場

合に実施しています。

 取り組み場所

今金築堤

施工前 施工後

4.5 樹木伐開

 取り組み状況

直轄区間において、流下能力の維持及び向上が必要な箇所、河川巡視上の障害・不法投棄多

発箇所、支川合流部および樋門吐口水路における流水の阻害箇所において、河川整備計画との

整合を図りながら実施しています。

樹木伐開は、令和３年度は実施しておりません。

 取り組み場所
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4.6 法面補修

 取り組み状況

直轄区間において、点検結果からイタドリ繁茂による裸地化・法崩れ・洗掘等が懸念される

箇所で実施します。また、植生状況については、継続して状態監視を実施しています。

令和３年度は、裸地化の原因となるイタドリが繁茂している法面の補修を実施しました。

 取り組み場所

右岸ＫＰ１３．８付近、右岸ＫＰ１７．８付近、左岸３０．０付近、左岸３６．８付近

施工前 施工後

4.7 護岸補修

 取り組み状況

直轄区間において、点検結果から空洞化や護岸等の陥没、沈下が確認された場合、また老朽

化による劣化等、護岸が所定の機能を維持できなくなった場合に実施しています。

護岸が所定の機能を維持できなくなる恐れがある箇所においては、継続して状態監視を実施

しています。

護岸補修は、令和３年度は実施しておりません。

 取り組み場所
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4.8 水門等修繕

 取り組み状況

河川巡視及び点検結果から、樋門等河川管理施設にコンクリートのひび割れ・剥離等の損傷

が確認された場合、施設が所定の機能を維持できるように補修等を実施しています。

令和３年度は、今金水門のひび割れ補修等を実施しました。

 取り組み場所

今金水門

施工前 施工後

4.9 障害物除去・塵芥処理

 取り組み状況

河川巡視及び点検結果から、洪水時に流水の阻害となることが懸念される流木等の除去を実

施しています。

令和３年度は、出水時に流木として流出する懸念のある堆積物の除去等を実施しました。

 取り組み場所

後志利別川管理区間

3

施工前 施工後
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4.10 堆積土砂掘削

 取り組み状況

直轄区間において、点検結果から、樋門及び樋管など施設の正常な機能維持が困難と判断さ

れた箇所で実施しています。

また、河道内において流水の阻害となることが懸念される箇所で実施しています。

堆積土砂掘削は、令和３年度は実施しておりません。

 取り組み場所

4.11 標識等の補修

 取り組み状況

直轄区間において、点検の結果から劣化等により所定の機能を維持できないと判断された場

合に実施しています。なお河川名標識には由来（アイヌ語標記）を併記しています。劣化等の

状態については、継続的に監視を行っています。

令和３年度は、距離標標識の補修等を実施しました。

 取り組み場所

後志利別川管理区間

施工前 施工後
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4.12 対空表示

 取り組み状況

出水時等に防災ヘリコプターで上空から状況確認する際等、位置が把握しやすいようにアス

ファルト舗装区間を対象に堤防天端へ対空表示を実施しています。

令和３年度は、天端舗装を施工した箇所で対空表示を実施しました。

 取り組み場所

右岸ＫＰ１９．０

施工前 施工後



【第Ⅱ部】

後志利別川
4.令和３年度の維持管理の実施状況

後志利別川河川管理レポート

27

4.13 許可工作物の補修

 取り組み状況

許可工作物の点検は施設管理者により実施されることが基本ですが、許可工作物についても

河川巡視等による概括的な状態把握および必要に応じて施設管理者に臨時の点検実施等の指導

に努めています。

また、許可工作物にあっても河川管理施設と同様に設置後長期間を経過した施設があるた

め、施設の老朽化の状況等に留意しています。

 取り組み場所

さけ捕獲場、中里頭首工、揚水機（7箇所）

許可工作物点検状況（さけ捕獲場）

許可工作物点検状況（中里頭首工）

許可工作物点検状況（揚水機）
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4.14 河川管理者と市区等で連携して行うべき事項

 取り組み状況

【合同巡視】

春の安全利用点検に合わせ、重要水防箇所等において今金町、及びせたな町と連携して出水

期前に合同巡視を実施しました。

巡視の結果、注意すべき箇所については、両町との情報共有を密にしました。

効率的な水防活動を行うための合同巡視（せたな町）

効率的な水防活動を行うための合同巡視（今金町）
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4.15 河川管理者と市町村、NPO・市民団体との連携事項

 取り組み状況

河川清掃等において、地域住民、ＮＰＯ、市民団体等と協働しています。地域の取り組みと

連携し、河川環境整備や住民参加型の河川管理体系の構築に努めています。

また、函館開発建設部では、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行うＮ

ＰＯ等の河川協力団体を定期的に募集しています。

 取り組み場所

せたな町、今金町

後志利別川河口清掃（せたな町） 後志利別川河川清掃（今金町）

清流の森整備状況（奥沢地区） 清流の森整備状況（奥沢地区）

清流の森整備状況（中里地区） 清流の森整備状況（中里地区）
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５．後志利別川のできごと

後志利別川の出水体制

◆令和 3 年度に後志利別川で今金河川事務所が出水対応を執った出水は 0 回でした。今

年度の出水で、延べ 15 箇所の樋門操作及び延べ 6 回の排水機場操作を行い、地域の水災

害防止に努めました。
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美利河ダムの防災操作

◆融雪、大雨、台風等によりダム上流で発生した洪水の一部をダム湖に貯留し、ダムからの放流

量をダムへの流入量以下に調節することによりダム下流河川の水位上昇・洪水を低減、緩和する

ダム操作を「防災操作」といいます。

美利河ダムでは令和 3 年度に 6 回の洪水警戒体制を執り、全 5 回の防災操作を実施し、洪水

による後志利別川の水位上昇を低減させました。

↓↓↓令和３年度に行った防災操作やダムの効果については以下に掲載しております。

https://www.hkd.mlit.go.jp/hk/koumu/mt6nfj000000aoqt.html

○ ○ 82.82 82.75

4/17 15:00 ～ 4/18 20:00 4/18 14:50 4/18 16:00

○ ○ 90.86 90.55

5/16 17:00 ～ 5/17 10:50 5/16 20:20 5/16 21:00

○ ○ 102.57 89.32

6/4 10:30 ～ 6/4 16:30 6/4 14:30 6/4 14:30

○ ○ 86.53 69.37

8/25 11:00 ～ 8/25 20:00 8/25 12:10 8/25 14:20

○ ○ 222.87 134.50

9/30 5:00 ～ 9/30 19:40 9/30 9:50 9/30 11:10

○ 33.04 14.70

11/9 15:30 ～ 11/9 17:30 11/9 17:30 11/9 17:10

R3年度
合計

管理開始以降
（H4～）の
平均回数

6 8

5 5

項目

洪水警戒体制回数

ゲート放流実績

6 11月9日 前線を伴った低気圧による降雨 32.0

5 9月30日 前線を伴った低気圧による降雨 157.8

3 6月4日 前線を伴った低気圧による降雨 64.2

4 8月25日 前線を伴った低気圧による降雨 133.1

1 4月17日～4月18日
前線を伴った低気圧による降雨及
び融雪

66.0

2 5月16日～5月17日 低気圧による降雨及び融雪 57.0

令和３年度
美利河ダム洪水警戒体制及びゲート放流実績

№ 月 日 出水の原因 洪水警戒体制
ゲート

放流実績
(実施:○)

最大
流入量
(m3/s)

最大
放流量
(m3/s)

流域平均
累計雨量

(mm)
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安全利用点検

◆４月と７月の２回、せたな町・今金町・河川愛護団体と共に後志利別川における占用利用箇所

の点検、安全対策について確認しました。

堤防点検

◆４月２０日から 8 月 30 日まで、後志利別川の管理区間にて堤防等の点検を実施しまし

た。
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水門等水位観測員会議

◆令和３年度は新型コロナ感染症拡大防止のため、書面にて水門等水位観測員会議を実

施しました。

災害応急復旧の支援

◆備蓄している資機材や排水ポンプ車、排水ポンプユニット、照明車等の災害対策用機械を

使用して一刻も速い災害応急復旧活動を支援します。

照明車
排水ポンプ車
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ゴミマップ作成

公募伐開

◆増加傾向である河川敷地内の樹木を資源として有効に利用する観点から、自ら採取した樹

木をバイオマス燃料や製品の原料などとして活用していただける企業や住民を広く募集

し、一定の条件を満たす方に採取を許可する「公募型樹木等採取」を実施しています。

実施時期についてはR4年4月以降

◆河川に不法投棄されたゴミは、河川管理上大きな問題です。そのゴミの投棄の実態をみな

さんに知っていただくために、ゴミマップを作成しています。
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水生生物調査

◆水生生物、簡易水質、川に生息する魚類等の調査により、川の環境データを蓄積すると

ともに、今後の河川の水質や自然を管理する上で重要な情報とすることを目的に、流域

内の小学校児童に参加していただき、水生生物調査を開催しました。

美利河ダム流木無料配布

◆美利河ダムでは、湖内に流入した流木を、施設の管理のため回収しています。回収した流

木は、地域の方々に活用して頂くとともに、処分費用のコスト縮減につなげる試みで一般

の方に無料で配布しています。

流木無料配布の状況

無料配布の流木
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職場体験実習

◆9 月５日に今金中学校の生徒 2 名が今金河川事務所及び美利河ダム管理支所にて、河川工事

や河川管理・ダム管理について職場体験実習を行いました。
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後志利別川の水質

◆後志利別川は、国土交通省が７月に公表している「令和２年 全国一級河川の水質現

況」の「水質が最も良好な河川」として選定されました。2011～2020 年（平成

23～令和 2 年）の 10 カ年で 8 回選ばれています。また、今回の選出により全国最

多通算 20 回目となります。

：「後志利別川が水質が最も良好な河川」となった年
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６．令和４年度の取り組み計画

 効率化･改善に向けた取り組み

令和３年度に引き続き、来年度も災害時に備えて平素から巡視や点検等を行うとともに、地域住民

の憩いと安らぎの場として快適な後志利別川となるように日常的な維持管理をおこないます。具体

的な取り組みとしては、「河川維持管理計画」に準拠するとともに、令和３年度の実績を踏まえた実

施を計画しています。

表 6-1 令和４年度の取り組み計画

種別 実施項目 R３実績 R４実施計画 備考

堤防点検等のための環境整備 堤防除草 年 1 回 年 1 回

河川巡視

平常時
週３回

（冬期は週 2 回）

週３回

（冬期は週２回）

出水時 ０回 出水時

異常時 ０回 地震時等

点 検

堤防点検

（河岸等含む）
融雪等出水期 融雪等出水期

安全利用点検 年 2 回 年 2 回

排水機場の点検
総合点検 年 1 回

点検 月 1 回

総合点検 1 回

点検 月 1 回

水門等構造物の点検
総合点検 年 1 回

点検 月 1 回

総合点検 年 1 回

点検 月 1 回

電気通信施設の点検
総合点検 年 1 回

個別点検 年 1 回

総合点検 年 1 回

個別点検 年 1 回

許可工作物の点検

（検査）
年 1 回 年 1 回

観測施設、機器の点検

総合点検 年 1 回

月 1 回

※冬季閉局箇所を

除く

総合点検 年 1 回

月 1 回

※冬季閉局箇所を

除く
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リンク集

国土交通省関連

◆函館開発建設部 http://www.hkd.mlit.go.jp/hk/index.html

◆川の防災情報 https://www.river.go.jp/index

◆ゴミマップ http://www.hkd.mlit.go.jp/hk/imagane_kasen/eq

p9bq00000005c4.html

◆水文水質

データベース

http://www1.river.go.jp/

◆河川水質の現況 https://www.mlit.go.jp/river/toukei_chousa/kank

yo/kankyou/suisitu/

地方自治体関連

せたな町 http://www.town.setana.lg.jp/

今金町 http://www.town.imakane.lg.jp/


