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日時：平成２１年６月１９日（金）9：30～ 

場所：紋別セントラルホテル はまなす  
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１．開  会 

 

＊ 事務局（高橋） 

定刻の時間になりましたので、始めさせていただきます。ただいまより渚滑川河川整備

計画検討会を開催いたします。私は、本日司会のほうを務めさせていただきます、事務局

の網走開発建設部で流域計画官をしております高橋です。よろしくお願いいたします。 

 まず、会場の皆様へのお願いなのですが、携帯電話のマナーモード等への設定、フラッ

シュを使用した写真撮影並びに傍聴席より前での撮影はお控えくださいますようお願い申

し上げます。なお、事務局のほうでは記録をするために撮影と録音等を行っておりますの

で、ご了承ください。 

 まず初めに、事務局を代表いたしまして、網走開発建設部長の鎌田よりご挨拶申し上げ

ます。 

 

＊ 事務局（鎌田） 

おはようございます。委員の皆様におかれましては、朝早くからご足労いただきまして、

ありがとうございます。本日は、渚滑川水系河川整備計画、この策定に際して学識者の皆

様からご意見を伺うということで、本検討会を開催いたします。 

 渚滑川は、天塩岳を発しまして、滝上、紋別を流下し、オホーツク海に注いでおります。

流域は森林資源が豊富で、そしてまた流域では酪農などの農業が盛んです。また、ご存じ

のように、オホーツク海は海産物の宝庫となっております。 

 しかしながら、渚滑川は近年、洪水が頻繁に発生しておりまして、平成１８年洪水では

堤防の設計水位を各所で越えるなど、地域は非常に危険な状況にさらされておりました。

治水対策が急がれる河川であります。また、道外では上高地のみ、道内では十勝川とこの

渚滑川にだけしか分布していないケショウヤナギなどの貴重な資源がございます。自然環

境も豊かでございます。 

 昨年策定した新たな北海道総合開発計画でございますけれども、この頭には「地球環境

時代を先導する」という言葉がついておりまして、五つの計画の主要施策がございますけ

れども、この中に、安全・安心な国土づくり、そして地域環境時代を先導し、自然と共生

する持続可能な地域社会の形成がありまして、これら施策推進のためにも、着実な渚滑川

の河川整備が必要だというふうに考えております。 

 治水、環境のバランスのとれた計画とすべく考えておりますので、忌憚のないご意見を

いただくようお願いしまして、挨拶といたします。よろしくお願いいたします。 

 

＊ 事務局（高橋） 

続きまして、委員のご紹介をいたします。お手元の資料－１の２ページ目が委員名簿、

３ページ目が座席図となっております。 
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 まず、環境林づくり研究所所長の斎藤委員です。続きまして、斜里町立知床博物館館長

の中川委員です。続きまして、東京農業大学生物産業学部産業経営学科教授の長澤委員で

す。続きまして、北見工業大学工学部社会環境工学科准教授の早川委員です。続きまして、

北見工業大学工学部社会環境工学科教授の渡邊委員です。なお、園田委員、斉藤委員につ

きましては、あらかじめ欠席ということでご連絡をいただいております。また、斉藤委員

からは整備計画の内容につきましてコメントをいただいておりますので、後ほどご紹介い

たします。 

 次に、資料の確認をさせていただきます。お手元のほうに資料があると思うのですが、

資料の右肩に資料番号を振っておりまして、資料－１から資料－５という形で５種類の資

料を用意しております。不足等がありましたら、事務局のほうへお申しつけいただきたい

と思います。 

 

２．議  題 

 

＊ 事務局（高橋） 

それでは、議事に入ってまいります。 

 議題１、まず検討会の運営について、資料に沿いましてご説明申し上げます。 

 当検討会の設立趣旨でございますけれども、お手元の資料－１の４枚目に用意しており

ます。 

 渚滑川河川整備計画検討会の設立についてというところですけれども、平成９年の河川

法改正によりまして、河川管理者である国土交通大臣は、これまでの「工事実施基本計

画」にかわりまして、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す「河川整備基本方

針」を策定いたします。また、北海道開発局長はこれに沿って当面の具体的な河川整備の

内容を示す「河川整備計画」を策定することとなりました。これは、河川法第１６条の２

に定められているものです。 

 「渚滑川水系河川整備基本方針」につきましては、社会資本整備審議会河川分科会の審

議を経まして、平成２０年６月に策定したところです。この基本方針に基づきまして、北

海道開発局は、「渚滑川水系河川整備計画」を策定するに当たりまして、学識経験を有す

る方々からご意見をいただくために「渚滑川河川整備計画検討会」を設立することといた

しました。 

 続いて、当検討会の設置要領ですが、資料の５ページのほうになります。 

 北海道開発局長が定めたものになりますけれども、まず第１条、設置等ですけれども、

今ご紹介しました設立趣旨のとおりになっております。 

 第２条、業務ですが、この検討会は、整備計画の案について北海道開発局長に意見を述

べるということになっております。 

 組織としましては、第３条ですけれども、河川に関し学識経験を有する者のうちから局
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長が委嘱し、任期は１年以内、委員長、副委員長ということになっております。委員長は、

委員の互選によって定めるということで、副委員長につきましては、委員長が委員の中か

ら指名するということになっております。 

 議事ということで、第４条になりますが、検討会は、委員長が招集し、委員の半数以上

が出席ということで成立いたします。検討会の議事は、公開することを原則として考えて

おります。 

 続いて、庶務ということで、第５条ですけれども、この検討会の庶務につきましては、

網走開発建設部が行います。 

 雑則としまして、第６条、この通達に定めるもののほか、検討会の運営に関して必要な

事項は、委員長が検討会に諮って定めるということで、本日から施行することとなります。 

 ここで、設置要領に定められていますように、委員長と副委員長の選出をしたいと思い

ます。渚滑川につきましては、河川に関する計画ということでありますので、河川工学の

分野でご活躍の北見工大の渡邊先生がよろしいと思いますけれども、いかがでしょうか。

それでは、委員長は渡邊先生にお任せしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

＊ 各委員 

（異議なしの声） 

 

＊ 渡邊委員長 

よろしくお願いいたします。渚滑川の整備計画検討会、有意義なものにしていきたいと

努力いたしますので、皆様のご協力よろしくお願いいたします。 

 

＊事務局（高橋） 

副委員長なのですが、要領のほうでは副委員長は委員長が指名するということになって

おりますので、渡邊先生のほうからご指名をお願いいたします。 

 

＊ 渡邊委員長 

それでは、長澤先生に副委員長をお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 

＊ 長澤副委員長 

わかりました。 

 

＊ 渡邊委員長 

では、よろしくお願いいたします。それでは、議事に沿って進めさせていただきます。 

 まず、事務局のほうから当検討会の運営についてご説明をお願いいたします。 
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＊ 事務局（高橋） 

それでは、当委員会の運営につきまして、資料－１の６ページになりますが、運営要領

の案というものをつけております。先ほどご説明しました設置要領に基づきまして、検討

会の運営に関して必要な事項を定めることになっております。 

 検討会につきましては、原則として公開で審議をお願いいたします。検討会は、傍聴す

ることができます。ただし、傍聴者は意見を述べることはできないことになっております。

会議の議事内容につきましては、事務局で議事要旨及び議事録を作成しまして、委員長及

び出席委員の確認を得るということにしております。あわせて、会議資料及び議事要旨、

議事録は公開するということになっておりまして、その中でも個人情報ですとか貴重種の

情報ですとか、公開することが適当でないと判断されるものにつきましては、公開しない

ことにしております。 

 以上です。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。検討会を公開するということ、検討会を傍聴される方のルール、

あるいは議事の記録公開等一般的な内容が定められておりますけれども、これでよろしい

でしょうか。何かご質問、ご意見等ございますでしょうか。 

 

＊ 中川委員 

（４）の公開の中にある貴重種情報等公開。貴重となっていますけれども、一般的に希

少種という表現のほうが良いと思います。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。 そのほかございませんか。貴重種と希少種は違う……。 

 

＊ 斎藤委員 

貴重種というのは指定されているものなのです。希少種というのは、この地方で少ない

もの、その地方では限られているものと書いてあげないと違いがわからない。 

 

＊ 中川委員 

貴重種は定義がはっきりしないのではないですか。天然記念物とかそういうものは貴重

種になるとは思いますけれども。 

 

＊ 渡邊委員長 

希少種のほうが…… 
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＊ 斎藤委員 

希少種は本当に少ないのです。希少種はほとんど貴重種になっているのですけれども、

希少ではないのもあるのです。それが見直されているわけです。 

 

＊ 渡邊委員長 

ちょっとお待ちください。事務局、何か。 

 

＊ 事務局（岡部） 

貴重種のほうがレッドデータリストとか、基本的にそういったものを我々は目途してい

たので、貴重種でよろしければそのままでもよろしいかなと思うのですけれども。 

 

＊ 中川委員 

私も勘違いしていました。貴重種が希少種を含むのであればもちろん貴重種のほうがよ

くて、そうでない可能性もあるかなと思ったのですけれども、そうであれば貴重種のほう

がいいと思います。 

 

＊ 事務局（岡部） 

いわゆるレッドデータリストとかに載っている保護しなければいけないものということ

で貴重種です。ケショウヤナギも貴重種の一部だと思いますが、レッドデータのⅡですか、

そういったものも含めて、明らかにみんなが知っているようなところというのは隠す必要

はないのですけれども、だれか取っていきそうな本当に少ないようなものというのは、内

部で検討して、場合によってはマスキングをしたりということも検討したい。その際には

この委員会にもご相談をしたいと思いますので、そういった意味で、そういうものも含む

ということで、貴重種のままでよろしいですか。 

 

＊ 渡邊委員長 

中川委員、斎藤委員、よろしいですか。 

 

＊ 中川委員、斉藤委員 

（良いとの意思表示） 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。では、「貴重種」という記載のままにして、ただし記載で問題

がありそうな場合は、事前に各委員に相談していただいて、この検討会に乗せるというこ

とでお願いいたします。どうもありがとうございました。では、そのようなことで要領を

定めさせて頂きまして今後進めさせていただきます。 
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 きょうの進め方なのですが、かなり資料が膨大になっております。資料－５までありま

すので、事務局のほうで一度、切りのいいところまでご説明していただいて、その後委員

の方々からご意見をいただくということでお願いしたいと思います。説明の切りのいいと

ころで一度休憩を入れて、また続き説明をしていただいて、その後委員の皆様の意見をい

ただくということで進めさせていただきます。 

 それでは、事務局のほうから資料の説明を簡潔にお願いいたします。 

 

＊ 事務局（岡部） 

申しおくれましたけれども、治水課長をやっています岡部と申します。きょうはざっと

説明をさせていただきます。長いので、説明を座ってさせていただきます。 

 きょうは、資料－２から５までなのですけれども、基本方針と整備計画の制度設計ある

いは今後のスケジュールの話をいたしまして、その後、国のほうで定めました基本方針に

ついて概略説明をしていきたいと思います。その後、きょうの本題でありますところの整

備計画の原案、これについて、資料－５、これが補足資料になっておりますけれども、こ

れを交えながらご説明をしたいと思っております。まず、資料－２のほうで、整備計画あ

るいは基本方針、こういったところの法的な位置づけ、こういったところをご説明したい

と思います。 

 まず、１ページのところですけれども、もともと近代の河川制度というのは明治時代か

らあるのですが、昭和３９年に治水と利水のこういったところが入ってきております。そ

の後、今回の検討会の根拠であるところの河川法の形になったのが平成９年でございます。

このときに、利水に加えまして、河川環境の整備と保全という新しい概念が加わっており

ます。そういった中、計画制度設計自体も河川整備基本方針と河川整備計画という２段構

えになっておりまして、基本方針のほうは国で定めるのですが、整備計画のほうにつきま

しては、学識者、そして住民意見、これを取り入れるということで、手続を拡充している、

そういったような状況になっております。 

 具体に法律をご説明しますと、次の２ページのところなのですが、河川法の施行令で基

本方針と整備計画と明確に二つに分かれておりまして、基本方針のほうが全体的な計画で

ございまして、保全と利用に関する基本的な方針、河川の整備の基本となるべきというこ

とで、基本高水であるとか主要地点の川幅であるとか、こういった基礎的なところを定め

ております。今回ご審議いただくのは河川整備計画ということでございまして、目標に関

する事項、基本方針に対する段階的な整備ということで、目標もその内数になるのですけ

れども、それと工事あるいは維持管理をする場所とかその方法、こういったことを事細か

く定めるということになっております。 

 次お願いします。３ページのところに手続のことを書いておりますけれども、まさに今

回、学識者から意見を聞くこの会議につきましても河川法にそのまま書いておりまして、

１６条の２の３項でございますが、河川に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければ
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ならない。それと、来週から手続を開始していきますけれども、住民意見を聞いてまいり

ます。住民意見、そして学識者の意見をあわせまして、今度は道知事に意見照会をいたし

ます。道知事は、関係市町村長ということで、滝上とこちら紋別の首長に照会するという

ことになっていきます。 

 フローであらわしたのが４ページになるのですけれども、河川整備基本方針につきまし

ては、国のほうの社会資本整備審議会、この中の河川分科会の中の小委員会がございまし

て、そこで平成２０年の頭に２度審議していただきまして、分科会のほうで策定になって

おります。そういったことで去年６月１１日に策定をして、ちょうど１年ぐらいをかけて

整備計画の中身を検討いたしまして、きょうお示しする原案を役所のほうでつくったとこ

ろでございます。この原案について、先ほど法律を説明しましたけれども、住民意見、こ

れは説明会もやりますし、ホームページ等での意見募集もしますし、市の広報にもこうい

った周知をしていただくようなことになっております。そして、学識者の意見、この二つ

をあわせまして、原案というものを（案）にしまして、これを今度道知事のほうに照会を

して、道知事から地元の首長に聞いていただいて、それを反映させた上で最終的に整備計

画の策定、そういった段取りになっているところです。 

 こういったところが計画制度のざっとしたところなのですけれども、続きまして資料－

３の河川整備基本方針についてご説明をしたいと思います。方針につきましては、実際は

文章だけのものなのですけれども、わかりやすいように図を加えたのと、要約をしてわか

りやすくしております。 

 まず、１ページのところですけれども、河川の総合的な保全と利用に関する基本方針と

いうことで、流域及び河川の概要ということでございます。幹川流路延長が８４km、流域

が１，２４０km２の一級河川ということでございまして、文字どおりオホーツクの経済、社

会の基盤をなしているところでございます。流域については、冒頭部長のご挨拶にありま

したけれども、山林が多くて８０％、その他利用しているところは畑等で２０％程度ござ

います。酪農を中心にした農業、あるいは水産業が紋別では盛んでございまして、流氷観

光、こういったものも地域の風物になっています。交通に関していえば、国道２３８、２

７３が縦横に流域を走っておりまして、文字どおり交通の要衝となっております。また、

自然環境も豊かでございます。年平均降雨量は８００mm程度でして、全国平均から比べる

と少ない地域ということが特徴でございます。 

 次お願いします。次の２ページなのですけれども、流域の自然環境について取りまとめ

を行っております。今回、計画の対象となっているのは中下流部なのですけれども、基本

方針ということで全体を取りまとめております。上流部につきましては、写真が下に出て

おりますけれども、錦仙峡ですか、このように渓谷河川の様相を呈しておりまして、中流

部に入ってくると、連続した河岸段丘の上にヤチダモ－ハルニレ群が連続してあったり、

もうちょっと下流に行きますと、砂礫の上にケショウヤナギの群落が広く分布していると。

また、オジロワシ、オオワシ、こういったものが河畔林を利用して、採餌場等に川を利用
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しているといったような状況でございます。下流部のほうに行きますと、河口の近くは比

較的緩慢な流れになっておりまして、砂丘の上にはハマニンニク等の砂丘性の植物が生育

しているといった状況でございます。 

 

＊ 斎藤委員 

ちょっといいですか。このケショウヤナギはケショウヤナギではないですね。 

 

＊ 事務局（岡部） 

大変失礼しました。後でケショウヤナギも改めて説明したいと思います。 

 続きまして、流域の概要として、災害の歴史と治水事業の沿革ということでご説明した

いと思います。昭和９年から第２期拓殖計画の一環として直轄事業を進めてきたところで

すけれども、平成１０年と１８年に大きな洪水がございまして、地域が危険な状況になっ

たということが最近の状況としてございます。歴史的にいいますと、治水対策の特徴とし

ては、後で説明しますけれども、堤防を二重にした霞堤でありますとか、珍しいのが、河

口が海の力に負けて堆積して砂州ができまして支川が氾濫したということが昭和の終わり

ごろにございまして、そういったことを防止するため、導流堤の整備といったものもこれ

まで実施をしてきたところです。 

 次お願いします。次に、水利用の関係ですけれども、上流のほうで発電に使われている

のと、水道用水、工業用水に使われております。水質については、ＢＯＤで見ますと、お

おむね環境基準を満足しているような状況になっています。河川利用につきまして特徴的

なのが、滝上のほうですけれども、キャッチアンドリリース区間が設定されておりまして、

全国で最大規模だというふうに聞いております。そういったことで、多くの方々が釣りに

訪れる地域でございます。それから、これも滝上ですけれども、芝桜まつりが行われるよ

うな芝桜の名所が川沿いに広がっております。 

 次にまいりまして、５ページ、これが実際のそういった背景を踏まえて、河川の総合的

な保全と利用に関する基本方針ということで記されていったところで、箇条書きでまとめ

ております。最初に、治水、利水、環境の総合的な方針ということで、何を置いても水系

一貫として取り組まなければいけないということを代表的に書いております。 

 アのところで災害の発生の防止又は軽減。治水のことですけれども、まず流域全体の河

川整備の方針として、霞堤の適正な維持を初め、水系全体としてバランスよく治水安全度

を向上しなければいけない。河口部、これにつきましては、整備計画でも細かく書いてお

るのですけれども、河口の状況というのが洪水時、砂州の状況が変わってくるものですか

ら、そういった状況をつぶさに縦断的に推移を把握するとか、観測体制をしきまして観測

をして、その結果を反映させた河川整備、こういったものをやっていかなければいけない

ということを書いております。それから、関係機関と連携・調整を図りながら、内水の対

策、こういったことも実施することとしています。 
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 続きまして、河川管理施設の管理、ソフト対策についてですけれども、河川管理施設に

つきましては、ちゃんと機能するように、機能の確保、高度化、効率化、こういったこと

を図ってまいります。計画規模を上回るような洪水ということも今後想定されるものです

から、そういったものに対する配慮、こういったことも記されております。 

 イとしまして、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持。平常時の水の流れとい

うことでございますけれども、これについても、関係機関と連携しまして、合理的な水利

用などによりまして必要な流量を確保する。水融通の円滑化をして、水利使用者と連携し

ながら、情報共有とかそういったことを図って有事に対処する、そういったようなことで

ございます。 

 続きまして、６ページ、環境のところなのですけれども、まず全体的な話として、豊か

な自然環境を良好な状況で次の世代に引き継ぐように努める。そういった中には、地域住

民でありますとか関係機関、こういったところとの連携が必要だということでございます。

続きまして、動植物の生息地、生育地の保全ということなのですけれども、ケショウヤナ

ギ、道内では当然なのですけれども、サケ、サクラマス、カラフトマス、こういったもの

が生息しますので、こういったものへの配慮というのが大事になってまいります。景観に

つきましては、豊かな自然環境に囲まれた環境を保全していく。人と川との豊かなふれあ

いに関するものについては、河川管理者だけではなかなかニーズもわからないところがご

ざいますので、関係自治体でありますとか地域のニーズをきちっと踏まえながら、そうい

ったものに合った整備あるいは占用許可等、こういったことをやっていくということでご

ざいます。それから、水質、占用、工作物の設置、管理、こういったことも適正にやって

まいりますし、環境、景観については、モニタリングを実施しまして、次の整備、日々の

管理に反映させていくということでございます。地域との協働ということで最後に定めて

おりまして、住民参加による河川清掃あるいは河川愛護活動、こういったものを推進しま

して、地域の防災学習も含め、地域の啓発を行っていく、そういったことを定めておりま

す。 

 こういったようなことを踏まえて、具体に数値的なところを７ページ以降に整理してお

るのですけれども、よく説明しておきたいところが一つありまして、河川整備基本方針に

は際して流量の改定を行っております。ちょっと見づらいのですけれども、先ほど来言っ

ていたのですけれども、もともとの計画というのが、基本高水ピーク流量、我々は何トン

(m３/s)、何トン(m３/s)といいますけれども、１秒間に１，３００立米流す河道を設置する

ということで、実は大正時代からこの計画を踏襲してきておりまして、これでほとんどの

河川整備が終わっておりました。しかしながら、そういうのを越えたことがなかったので

すけれども、平成１０年に初めて越えまして、２回目が１８年で、２度も越えていると。

そういったこともございまして、河川整備基本方針を定めるときに流量の改定を行いまし

て、１，３００m３/sというのを１，９００m３/sにスケールアップしております。こういっ

たこともございまして、治水対策ということに関して特筆すべきところが基本方針の中に
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は含まれております。そういったことで、おのおのの諸元、川幅でありますとか、その場

の水位でありますとか、（２）、（３）のほうに定めておるところでございます。 

 最後になりますけれども、洪水時ではなくて、平常時の水がどれだけ要るかというのも

我々、平水の管理として目標を定めておりまして、それにつきましては、洪水と同じく上

渚滑の地点でして、動物、サケ、サクラマスとかこういったものの保護を考慮しまして、

おおむね３m３/s、こういったことで定められております。 

 簡単だったのですけれども、今回ご審議いただくところの整備計画の前提となる基本方

針のご説明でございました。 

 続きまして、きょうの本題でございます資料－４、渚滑川水系河川整備計画（原案）

（国管理区間）ということでご説明をしてまいります。まず、目次をごらんいただきたい

のですが、全体の構成なのですけれども、大きく二つに分かれておりまして、前段が河川

整備計画の目標に関する事項ということで、概要でありますとか現状と課題、それに基づ

く目標を定めまして、残り半分のところで河川整備の実施に関する事項ということで定め

てまいります。その中でも、河川工事の関係と維持、大きくはその二つに分かれた計画に

なっております。それでは、内容に入ってまいります。 

 １ページのところなのですけれども、繰り返しになりますけれども、渚滑川の流域の概

要を記載しております。天塩岳に発しまして、流域は紋別市、滝上の１市１町から成る。

オホーツクにおける、まさに行政、産業、経済、文化の主要拠点の一つということでござ

います。渚滑という名前なのですけれども、「北海道の地名」という山田氏の本なのです

けれども、こういった中の記述から見ますと、どうやら滝上市街の下流部が滝になってお

りまして、下のところに写真がありますけれども、こういったところを見て、アイヌ語の

「ショ・コツ」、滝の・凹みといったところから由来しているのではないかというふうに

言われております。流域は急勾配でございまして、中流部でも３５０から４５０分の１、

こういったところの急勾配になっております。土地利用に関していうと、森林が大半で８

０％くらい、残りが耕地等で利用されているといったような状況になっております。主な

農業は酪農でございまして、海も豊かで紋別はホタテ、ズワイガニの有数の産地になって

いるというような状況になっています。 

 ２ページですけれども、気象の状況ですが、近年は違うのですけれども、もともと洪水

の少ないところでして、梅雨や台風の影響を受けることが少ない地域でした。全国的な並

びでいっても、平均的な雨量でいいますと１，７００mmに対して８００mmぐらいと非常に

少ない地域ということでございます。 

 ３ページのところに地形を示しておりますけれども、天塩岳が１，５５８ｍ、これに発

しますが、周りは１，０００ｍから４００ｍの比較的緩やかな形の山に囲まれているとい

ったような状況になっております。河口の付近には三角州性の低地が広がっております。 

 ４ページのところに地質の関係を示しておりますけれども、緑色のところが大半を占め

まして、粘性岩ということでございます。川沿いには砂礫層などが分布しておりまして、
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河口の一部だけですけれども、泥炭も少しございます。 

 ５ページのところに交通網のことを記載しておりまして、流域に近接するところには、

オホーツク紋別空港、あるいは紋別港がございます。国道が縦横に走っておりまして、２

３８、２７３、こういったものが整備されておりまして、交通の要衝ということでござい

ます。 

 ６ページのところに、今度は治水の現状と課題ということで、治水事業の沿革を書いて

おります。もともとの治水事業というのは、大正１１年８月の洪水を契機にしまして、１

５年に道庁のほうで治水計画が立案されたのですけれども、着工には至らなかった、そう

いったような経緯がございます。そういったことで時間を経まして、昭和９年から第２期

拓殖計画の一環として本格的な治水事業に着手といった歴史的な経緯がございます。この

ときの計画高水流量が、つい最近までの計画の１，３００m３/s、こういったような計画で

ございました。 

 特徴的な整備として、下の図二つあるのですけれども、上のほうが当時の計画の図でご

ざいますけれども、まさにこれに沿ったような形で整備が行われていまして、下の図、ち

ょっと見づらいのですけれども、濃い青の線がもともとの川でございまして、赤のライン

のところをショートカットして、一連整備をしております。こういったことで、蛇行した

河川を山のほうに押してきて、それを堤防で包絡するように囲んで、土地利用を図ってき

た、そういったような川でございます。 

 その中では、霞堤というのを整備しておりまして、後でも出てくるので簡単にご説明し

ますと、資料－５の参考資料なのですけれども、これの１ページのところにまとめており

ますけれども、霞堤とはどんなものかといいますと、支川が合流しているところを、通常

ですと樋門を整備することが多いのですが、当時は土地利用も高度化していなかったとい

うこともあって、土地を広目に使って、こういうふうにオーバーラップさせたような形の

堤防をつくりまして、水が遊ぶようなところをつくります。これによって、上流から越水

や破堤で水が流れてきたとしても、これが戻っていく。川の水位が上がってきても、結構

急勾配なものですから、出口のところといいますか、霞堤の上流端のところまでは何とか

あふれないということで、土地は使うのですけれども、メンテナンスがしやすいような川

づくりということで、先人の知恵でございます。こういったものが５カ所整備されており

ます。 

 原案に戻りまして、７ページなのですけれども、昭和４５年には一級河川に指定されま

して、先ほど申し上げた既定計画を踏襲した工事実施基本計画を定めたところでございま

す。そういった中で、方針の説明の中にもございましたが、河口の導流堤でありますとか、

その他護岸の整備等をやってきたところです。また、内水対策も必要だったことですから、

排水ポンプ車による内水対策でございますとか、光ファイバーなどのソフト対策、こうい

ったものも進めてきたところです。そして、繰り返しになりますけれども、平成９年の河

川法改正を受けまして、平成１０年、１８年の洪水を受けて、これをもとに基本高水ピー
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ク流量を１，３００m３/sから１，９００m３/sに改定したところでございます。 

 続きまして、８ページのところに洪水の概要を書いておりまして、先ほど申したとおり、

流量を並べてみても、大正１１年の洪水が１，３００m３/s、これを契機に治水対策をやっ

てきたのですけれども、その間ずっと１，０００m３/sを越えるような洪水がございません

で、平成１０年、１２年、１８年と大きな洪水が近年頻発している、そういったような状

況になっております。 

 ９ページ、１０ページが、そのときの氾濫の状況を示したものでございます。１０ペー

ジのほうをごらんいただくと、上の橋の写真が顕著なのですけれども、ほぼ余裕なしで水

が流れたような状況になっておりまして、非常に危険な状況でございました。下のほうに

浸水実績図を載せておりますけれども、支川のほうは外水氾濫もあったと思うのですが、

本川に対しては内水氾濫ということになります。 

 １１ページのところに治水上の特徴と課題ということで、これまでのことを踏まえて取

りまとめを行っております。平成１０年、１８年も大きな洪水があったのですけれども、

堤防の設計水位を各所で越えておりました。たまたま破堤しなかったので事なきを得たの

ですけれども、流域としては非常に危険な状況に陥ったという事実がございます。こうい

ったような戦後最大規模の洪水である平成１０年を持ち出しても、これを安全に流下させ

るための河道断面というのがまだ十分にない、そういったような実情がございます。また、

堤防については、完成はしているのですけれども、先ほどご説明したように、ショートカ

ットをした上に堤防を築いているところもございますので、地盤が脆弱だというところも

ございます。こういったところもありますので、堤防の安全性の確保、こういったところ

にも配慮する必要があるということでございます。 

 それから、内水被害への対応、そして河川管理施設は今後も老朽化しますので、そうい

ったものがちゃんと機能するよう、そういったものへの配慮が必要です。それから、霞堤、

これについても、堤防と一体的なものとして維持、保全に努めてまいります。それから、

目標は目標で後ほど定めますけれども、計画規模を上回るような洪水が今後も発生する可

能性もございますので、危機管理上の対策、リスクに対するマネジメントという意味です

けれども、そういったこともきちんと考慮する必要があるということでございます。それ

から、今、政府のほうでいろいろ検討しておりますけれども、地球温暖化に対しても、今

後ともその動向を見据えながら、場合によっては配慮していくということを考えておりま

す。 

 １２ページのところに、平水といいますか、洪水時ではなく、平常時の水のことを書い

ております。現況の流況と水利用ということでして、１０分の１渇水流量、我々、水の管

理をするときにこれをよく基準にするのですが、これが大体３m３/sぐらいということでご

ざいます。比流量といいまして、流域面積当たりに直しますと、１００km２当たり０．２８

m３/sということで、道内でも、雨も少ないせいか、少ない部類に入るということでござい

ます。 
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 年間の変動の特徴が１３ページに書かれておりまして、降雪期といいますか、１１、１

２、１、２、３月と非常に少ない状況になっておりまして、そこから解けた水が融雪出水

として４月、５月、安定的に大きな流量として川に流れてまいります。 

 続きまして、１４ページのところに水利用のことをまとめております。上流のほうで２

カ所、発電で取水をされておりまして、利用の量としては最も多くなっております。この

ほか、かんがい用水、紋別市の水道、それから一部、工業用水にも利用されているところ

でございます。 

 １５ページに水質のことを書いておりまして、ここは類型指定も行われておりまして、

下流のあたりがＢ類型、中流、上流にもかかりますけれども、Ａ類型、さらに上流がＡＡ

類型ということで管理をしております。 

 水質をＢＯＤでまとめたのが１６ページでございまして、環境基準に対して、全川ほと

んど満足しているといったような状況になっております。こういったような状況ではある

のですけれども、水質事故が過去にも何回か起こっておりまして、過去１０年間で３件発

生しております。これらにつきましてはすべて油類の河川への流出ということで、今後と

も引き続き関係機関と連携しながら、この対策、啓発も含めてですけれども、やっていき

たいというふうに考えております。 

 １７ページに自然環境の状況です。動植物の生息・生育状況ということで取りまとめて

おります。下流域、河口からウツツのあたり、７kmぐらいのところまでですけれども、こ

こにつきましてまとめています。河口付近については、左岸側が砂丘地になっておりまし

て、ハマニンニクなどの砂丘性の植物が生息しております。ケショウヤナギの群落が、中

流にも多いのですけれども、下流のほうから分布しております。 

 ケショウヤナギにつきましては、写真がさっき間違っていたのですけれども、これも違

いますか。合っている写真が資料－５の２ページ目なのですけれども、ケショウヤナギと

いうのは、冒頭部長の挨拶でも説明しましたけれども、上高地の梓川と十勝川、そして網

走管内の渚滑川にしかないという非常に貴重なものでございます。なぜケショウヤナギと

言われるかというのは、ちょっと見にくいのですけれども、左上の写真のほうは何となく

赤いと思うのですが、紅色の一年生の枝、それから若い枝が白い粉を吹くということで、

ケショウヤナギというふうに言われております。６月中旬から７月ぐらいに種子を飛散さ

せて、樹高は２０から３０ｍほどにもなる、そういったようなものでございます。 

 もとに戻りまして、１７ページのところですけれども、その他、鳥類についても、休憩

地、採餌場として河川が利用されているということ、魚類についても、カワヤツメ、エゾ

ウグイ、そしてまたサケ、カラフトマス、こういったものが遡上する、そういったような

環境でございます。 

 １８ページのほうに中流域のほうをまとめておりまして、中流域のほうにいきますと、

河岸段丘にヤチダモであるとかハルニレ、こういったものを主体とした河畔林が両岸に連

続して分布しております。また、山つき林もございまして、オジロワシ、オオワシ、こう
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いったものが利用しているところでございます。 

 続きまして、１９ページに河川景観のことをまとめておりますけれども、渚滑川は、比

較的下流のほうは、いわゆる公園利用とかされておりませんで、牧草地と一体となった河

川風景というのが渚滑川の原風景でございます。そういったことを踏まえながら、橋梁で

あるとか許可工作物、こういったものの設置については、こういったところを乱さないと

いいますか、そういったものと調和するような構造物あるいは色になるように配慮してい

くということを考えております。 

 ２０ページが河川空間の利用なのですけれども、先ほど申し上げたように、大半が採草

地で利用されておりまして、一部釣り等でレクリエーションの場として使われているよう

な状況になっております。そういったことで、人が入ってくるということもございますし、

不法投棄、こういったものも実はございまして、こういったものに対しての取り組みも望

まれております。上流の指定区間、今回の計画の外ですけれども、国内最大のキャッチア

ンドリリース区間ということでして、多くの釣り人が訪れる川でもございます。 

 ２１ページなのですけれども、今まで申し上げたような環境のことについて、河川の適

正な利用及び河川環境上の課題としてまとめております。要約しますと、ケショウヤナギ

を含む河畔林が非常に豊かでございまして、サケ、サクラマスを含む魚類も非常に豊かで

あります。また、オジロワシ、オオワシが河畔林を利用する。そういったような背景を踏

まえまして、川の中にあっては水際、あるいは瀬・淵を保全する。あるいは河畔林、これ

は非常に重要なものですから、保全していく。こういったことを課題として挙げておりま

す。利用に関しては、多くはないのですけれども、今後とも、河川管理者が独善的にとい

うものではありませんので、地域のニーズをくみ上げて、それに合わせた配慮をしていき

たいというふうに考えております。 

 これで大体半分ぐらいご説明したので、休憩をお願いしたいと思うのですけれども。 

 

＊ 渡邊委員長 

それでは、今から１０分ほどでよろしいですか。１０分ほど休憩をとらせていただきま

す。１０時２５分から再開させていただきます。 

 

－休  憩－ 

 

＊ 渡邊委員長 

時間になりましたけれども、よろしいでしょうか。では、続けて説明をお願いいたしま

す。 

 

＊ 事務局（岡部） 

それでは、２２ページのところから説明をまた進めてまいります。河川整備計画の目標
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ということで、先ほどの課題等を踏まえて実際にどういうふうにしていくか、そういった

ところを包括的に書いております。 

 まず、河川整備の基本理念としまして、オホーツク地域の社会・経済・文化の中心とな

っている、それから交通の要衝になっている、こういったことを踏まえながら、自然環境

を生かしながら、食糧基地としての役割強化、流域の人々の連携・協働による地域づくり

を通じながら、流域の産業が持続的に発展できるように配慮しなければいけないというこ

とで記載しております。こういったことから、渚滑川の河川整備というのは、水系一貫の

視点を持ちながら、北海道あるいは関係市町の施策との整合を図りながら、市街地の発展、

農地の利用、自然環境を踏まえた上で、その状態は常に変化していくものですから、そう

いったものに応じた順応的管理、アダプティブ・マネジメントといいますけれども、そう

いったものに配慮しながら、総合的、効果的に推進する。包括的に全体の目標を定めてお

ります。 

 あと個別に、治水、利水、環境、そして維持について、下の括弧に分けて書いているの

ですけれども、まず洪水等による災害の発生の防止又は軽減、治水の関係ですけれども、

先ほど来の繰り返しになるのですけれども、近年の相次ぐ洪水によりまして、計画高水位

を超過するような事態が頻発しているのが、この流域の特徴でございます。こういった洪

水氾濫の危険性と、本川の水位が上がることによる内水氾濫の被害の助長、こういったも

のを極力減少させるため、河道断面を大きくして水位を下げる、そういったことをやって

いくということでございます。また、堤防についても、完成はしているのですけれども、

安全性の点検、こういったことをして、必要な対策を行っていくこととしております。こ

ういった治水対策の整備に当たっては、上下流のバランスを考慮して、整備途上において

も順次安全度が高まるように水系一貫とした整備を行っていくということで考えておりま

す。 

 続きまして、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持についてということでござ

いまして、これについては、必要な流量を確保し、関係機関と連携しながら、合理的な流

水の利用の促進を図っていく、そういったことを定めております。 

 河川環境の整備と保全についてということで、環境の面でございます。まず前提となる

のが、河川環境というのは、自然の状況において、その場でとどまっているわけではなく

て遷移し、攪乱によって変化するもの、こういったことを念頭に置いた上で、渚滑川の有

する河川環境の多様性や連続性を保全しまして、動植物の生息・生育・繁殖環境の保全・

形成に努めてまいります。景観に関していいますと、渚滑川全体の自然の営み、こういっ

たものを視野に入れると同時に、地域の暮らしであるとか歴史・文化、こういったものと

の調和にも配慮するといったことに努めたいというふうに考えております。また、人と川

とのふれあいに関することについてですけれども、これについては、利用一辺倒だけでは

なくて、自然環境との共生、こういったことで持続的な地域社会の形成に寄与するよう、

そういった視点を配慮するということでございます。 
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 ２３ページのほうには河川の維持について取りまとめておりまして、河川の維持につい

ても、治水、利水、環境、こういった視点をそれぞれ総合的に勘案できたような視点に立

ちまして、維持管理を行ってまいります。維持管理に際しては、順応的管理、こういった

ものに努めていくということでございます。 

 ２４ページ、これが計画の区間なのですけれども、大臣の管理する区間ということで河

口から２４．５km、上渚滑の間までを一つの区間としております。また、この区間と一体

として整備する区間として２条７号区間というのがあるのですけれども、清瀬川０．３km、

別途国が管理している区間というのがございます。 

 ２５ページのところに整備計画の対象期間ということで定めております。河川整備基本

方針に即しながら、その段階的な目標としてやっていくのですけれども、その対象期間は

おおむね２０年ということで考えております。ただ、この２０年というのも、この間、計

画を変えないというわけではありませんで、今後の災害の発生状況でありますとか河川整

備の進捗、新たな知見とか技術的な進歩、こういったことを勘案しまして、必要に応じて

柔軟に見直しをしていく、そういったような考え方を書いております。 

 続きまして、洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する目標ということでして、

治水対策の大前提であるところのどこまでの流量を流すかといったところの目標でござい

ます。河川整備基本方針で定めた目標に向けての段階的な整備ということで、最終的には

１００年に１度の洪水ということを目指しますけれども、まずは戦後最大規模の洪水であ

る平成１０年９月の洪水流量、これを安全に流すことを目標としております。考え方とし

ては、現役の世代が経験したことのあるような大きな洪水については安心して流せるよう

な川づくり、これをやっていくということでございます。そういった流量を目標にしてい

くのですけれども、一方で、その間に目標流量を上回る洪水も発生するでしょうし、整備

途上段階で施設能力以上の洪水が発生することもございますので、こういったことに対す

る被害軽減対策ということも講じていく、そういったことを目標として掲げております。 

 続きまして、２６ページのほうでございます。河川の適正な利用及び流水の正常な機能

の維持に関する目標ということで、先ほど説明しました基本方針で定めました必要な流量、

平常時ですけれども、３m３/s、これを確保することを目標としております。それに当たっ

ては、関係機関と連携しまして、取水及び流況の適正な管理、こういったことを行ってま

いるつもりでございます。 

 続きまして、河川環境の整備と保全に関する目標ということでございます。まず、その

中でも河川環境ということで項目出しをしておりますが、河畔林あるいは水際、こういっ

たところについては多様な動植物の生息・生育・繁殖の場となっておりますので、一方で

治水面との整合を図りながら、その保全に努めていくといったようなことでございます。

水質については、環境基準値ＢＯＤで見ますとおおむね満足しておりますので、引き続き

その維持に努めてまいります。河川景観につきましても、渚滑川らしい河川景観というも

のの保全に努めてまいります。 
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 河川空間の利用に関する目標ですけれども、これについても、地域住民や自治体との共

通認識のもと秩序ある利用に努めるということで進めてまいります。また、整備に当たっ

ては、人々が川や水辺とふれあい親しめる場として利用されるように、護岸の形状とかそ

ういうことを配慮してまいります。 

 ここまでが目標でして、２７ページからが具体にそれに応じてどういったことをやって

いくかということで、河川整備の実施に関する事項ということで説明をしてまいります。 

 まず、河川工事の関係でございます。その中でも最初に来るのが治水のことでございま

して、洪水等による災害の発生の防止又は軽減に関する事項ということで、洪水を安全に

流下させるための対策ということでご説明をしたいと思います。 

 先ほど申し上げた目標流量、平成１０年の洪水に対してどこが流下能力がないかという

のが、資料－５、その中の３ページに記載をしておりまして、流下能力図といって我々が

よく使うものであるのですけれども、見方なのですが、基本方針で最終的に目標としてい

るのが緑の線でして、段階目標として今回整備計画で定めているのが、赤といいますか、

オレンジのラインでございます。これは縦断的な場所、場所をいっておりまして、現況ど

れだけ流せるかというのが青の線です。中流のあたりは大体大丈夫なのですけれども、下

流のあたり、上流のあたり、この辺が大きく流下能力が不足しておりまして、対策が必要

な区間といったことがわかるかと思います。 

 原案に戻りまして、こういったところでどういうふうなことをしていくかということな

のですけれども、まず下流のほうからなのですが、このあたりについては、河道を掘削し

て流下能力の確保ということを考えております。中にも書いておりますけれども、掘削に

当たっては、河岸侵食による土砂供給を防ぐため、なるべく植生の回復を早くする。ある

いは、掘るときに水際部あるいは瀬と淵、河畔林、こういったものの保全に努めてまいる。

そういったことを対策を実施する際の注意事項として書いております。 

 具体にどういうふうに掘っていくかというのが２８ページのところにございまして、見

開きで２９ページのオレンジ色のハッチをしているところが掘るところという意味です。

具体にどんな掘り方をするか。基本的な考え方だけなので、今後変わっていくものではあ

るのですけれども、少なくとも平水位以下の川底は掘らない。現在、魚類が生息して、そ

こを利用しておりますので、その環境は最低限変えないということでございます。掘るの

は点線のところですけれども、陸上といいますか、河岸を片方だけ掘削する。これも、両

岸を切ってしまうと河畔林が両方なくなってしまうので、なるべくなら片方だけは残して、

片方だけにする、そういったような基本的な考え方を持っております。 

 掘削をするに当たって、河口部も含めて掘削を検討しておりまして、ここは流下能力が

ないところでございます。河口部につきましては、砂州の問題がありまして、非常にデリ

ケートなところでございます。どういったことに配慮するかということで、参考資料の５

ページ、飛ぶのですけれども、ごらんいただきたいのですが、非常に見づらいのですけれ

ども、３０年、６１年、平成１８年と並べておりますけれども、導流堤の整備をしたので
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すけれども、現在でも砂州が発達しておりまして、今現在も渚滑川の河口には砂州があり

ます。砂州があると水が流れにくいというふうに考えられるのですけれども、洪水時には

どうやら流れているようでして、これをうまく治水計画の中に取り込まなければいけない

と。流れないことを前提でやってしまうと過大な河道掘削になりますので、そこのところ

のモニタリングというのをちゃんとやろうというふうに思っております。 

 具体的にそれを裏づけるような計算をやってみたのが右側の図なのですけれども、わか

りにくいかもしれませんが、これが縦断的な距離です。縦が水位をあらわしていまして、

これが河床です。洪水後の河床高を入れて、洪水の流れたであろうシミュレーションをし

てみると、この点線のところになってしまいます。実際の水位は、痕跡といいまして、ご

みとかそういうものがひっかかっているのを見てみると赤の点のところなのですけれども、

洪水後の断面でやるとうまく追跡できなくて、高くなってしまう。そこでフラッシュされ

ていたのだろうということで、５０cmぐらい下流のほうを下げてみると大体合うというこ

とで、洪水中は河床が下がって流れやすくなって、また戻っているのだろうという、そう

いった推測をしているのですけれども、ただこれについては確証が得られていないという

ようなところもありまして、水位でありますとかこういったことを今後モニタリングして、

河道計画に反映させていくと。 

 そういった趣旨のことを２７ページの中にも書いておりまして、具体的には洪水時の水

位や河道状況等についてモニタリングの結果を踏まえ、必要に応じて対策を講じる。そう

いったことで、モニタリングをすべく、計器等の設置、こういったことをもう既に進めて

おるところでございます。 

 流下能力の確保についてはこういったところなのですけれども、堤防についても記載を

しておりまして、先ほど来の繰り返しになってしまうのですが、堤防については、ちゃん

とできているように見えるのですけれども、歴史的に長い期間を経ておりまして、その中

でかさ上げあるいは拡幅というのをどんどん繰り返してきた構造物でございますので、内

部構造が複雑、不均質ということもございます。そういったこともありますので、調査を

しまして、必要に応じて、侵食でありますとか浸透対策、こういったことをちゃんとやっ

ていかなければいけない、そういうことを考えております。 

 堤防の保護に関していいますと、今後、出水等がありますと、高水敷が欠けていって堤

防に迫ってくる、そういったことも考えられますので、そういった場合には河岸保護を実

施するといったことを考えております。河岸保護の実施に当たっても、多様性のある河岸

といいますか、水際に配慮したような形に努める、そういったようなことを考えておりま

す。 

 地震についても、この辺はそんなに大きい地震があるところではないのですけれども、

河川構造物の耐震性確保でありますとか、あるいは情報連絡体制について調査検討を行い

まして、被害の防止・軽減、こういったものを図っていくといったことを考えております。 

 先ほど流下能力図でごらんいただいた中で、上流のほうが流下能力がないというご説明



 19

をしたのですけれども、ここは対策が非常に難しいところでして、補足のご説明をしたい

と思います。参考資料の４ページなのですけれども、上流のところ、現地に行ったときに

もご説明したと思うのですが、堤防がなくて、掘り込みといいますか、そういったような

形の河道になっております。ここも平成１８年とか１０年の大きな洪水で被害を受けてお

りまして、洪水の前は畑で使われているのですけれども、洪水後にはここが決壊して流れ

てしまっていると。 

 そういったような状況で、対策は何かしらやらなければいけない、そういった問題意識

は持っているのですけれども、具体にここがどういうような状況かというのを断面で横か

ら見たもので見ますと、洪水時に水がこんなにかぶっているという意味ですけれども、実

際に利用されているのはここのところでございます。セオリーどおりといいますか、我々

通常考えると、掘削して水位を下げるということをやるのですけれども、仮にここのとこ

ろを掘削してしまうと、いわゆる守る土地がなくなってしまうということもございまして、

一概に掘削しますと言えないようなところもございまして、ここについては、原案の中の

２７ページの一番下のところにも書いているのですけれども、必要に応じて、河道及び周

辺の土地利用状況を踏まえ、地域の実情に応じた方法により被害の軽減を図るといったこ

とで定めておりまして、具体に今の段階で掘る、掘らないというのを決めておりません。

そういった意味では、柔軟に地域の方と対話しながら、望まれる対策を実施していくと。

単純に掘削するということを考えますと土地がなくなるということなので、そもそも地域

の方もそれをお望みかどうかというのはわかりませんので、その辺を地域とお話ししなが

ら定めていく、そういったような区間にしております。以上が大きな治水対策のところで

ございました。 

 ３０ページのところなのですけれども、内水対策の件でございます。特に下流のほうは

内水が深刻でございまして、排水ポンプ車等、こういったものの配備はしておりますけれ

ども、その支援を円滑に行うために、作業ヤード、一部整備はしておりますけれども、釜

場、こういったものの整備をしていくということを考えております。 

 ３１ページのほうに移りまして、広域防災対策ということでして、目標流量を上回る洪

水や整備途上の施設能力以上の洪水、こういったものへの対処ということでございます。

そういった意味で、水防拠点の整備、今河口のところに整備をしておりますけれども、そ

ういったところは、資機材の備蓄基地でありましたり、水防団の活動拠点、こういったこ

とで使われるものですから、こういったものをちゃんと整備・活用していくといったよう

なことでございます。そのほか、非常用の土砂、土のうをつくったり、そういったものに

使うということなのですけれども、そういったものを備蓄するための、堤防をちょっと膨

らませたようなところがあるのですが、そういった側帯についても整備をする。あるいは、

水防活動あるいは巡視活動をちゃんとやるために、堤防の上は狭いので、車両の交換場所

であるとか、管理用その他の通路をきちっと整備する、そういったことを定めております。 

 下の２）のほうですけれども、河川情報基盤等の整備ということでして、おおむねの整
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備は終わっていますけれども、水位あるいは雨量、そしてまたＣＣＴＶカメラを持ってお

りまして、画像、こういったものを集めるための施設整備を引き続きやっていきまして、

得られた情報というのを、我々も活用するのですが、自治体等へ伝達いたしまして、水防

活動や避難活動への支援を図る、そういったことを考えております。 

 続きまして、３２ページ、このあたりから利水、環境になってまいります。利水の件に

関しては、河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項ということで定め

ておりまして、河川整備基本方針の上渚滑地点でおおむね３m３/sという流量を確保するこ

とを目標に、その保全に努めてまいります。 

 河川環境の整備と保全に関する事項として、まず河畔林の保全、河岸の多様化というこ

とで定めております。渚滑川には、ヤチダモ－ハルニレ、ケショウヤナギ、こういったも

のが分布しておりまして、さまざまなものに利用されているということでございます。こ

ういったものを、ジャングルに戻すというわけではありませんで、治水との整合を図りな

がら、その機能を保全した河川整備や管理をしていく。具体的には、先ほど言ったように、

河畔林を片方は残しておいて連続性を確保するとか、あるいは水際についても、平水位の

ところで切ることによって、ある程度攪乱を受けまして、多様性のある河岸が創出される

のではないか。整備をするにしても、こういったところをねらったような整備を考えてお

ります。 

 ３３ページのほうは河川景観のほうでございます。これについても、渚滑川については

山地、農地が非常に多くて、これらと川が調和するような渚滑川らしい河川景観の保全に

努めるということにしております。 

 ３４ページ、利用の件ですけれども、人と川とのふれあいに関する整備としまして、現

在あります計画の方針も踏まえながら、釣りなどの河川利用、環境学習の場として活用で

きるよう、地域のニーズを十分反映した上で整備を進めていく、そういったことで定めて

おります。 

 ここまでが工事の関係で、次、３５ページから維持管理の件になってまいります。河川

の維持の目的、種類及び施行の場所ということで、まず洪水等による災害の発生の防止又

は軽減に関する事項として、河川の維持管理ということで定めております。河川自体、自

然公物ということもございまして、水象といいますか、気象といいますか、そういったも

ので大きく日々変わるものでございます。そういったこともありますので、継続的に日々

調査・点検を行いまして、それを日々の維持管理に反映させていく、そういったことをや

らなければならないという目的意識がございます。 

 そういったことで、下の三つのもののループになっていますけれども、河川維持管理実

施計画というものを策定しまして、具体にどういうふうに河川管理をしたらいいかといっ

たことでございますけれども、それに基づいて実際、巡視・点検等を実施します。そして、

それに基づく実際の実施、維持管理の補修、こういったことをやってまいります。そうい

ったことを１年通じていく中で、計画にフィードバックして直して、こういったプラン、
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ドゥ、シーのサイクルでやっていきまして、維持管理や河川工事の実施をより効果的・効

率的に進めていくといったことを進めてまいります。 

 そのための内容が以下、３６ページ以降に書いてあるのですけれども、情報の収集のこ

とでございます。水文、水質、土砂の移動状況でありますとか、生物の状況でいいますと

水辺の国勢調査、こういったことを行いましてデータを蓄積する。また、長期的な保存で

ありますとか迅速な活用を図るために電子化を進めてまいります。また、こういったもの

をオートメーションにとってくるために、無線システムあるいは光ファイバー網を活用し

ていくといったようなことでございます。これについては、光ファイバー、こういったも

のも活用しながらですけれども、河川情報については、自治体にフィードバックして、地

域住民にも広くホームページ等で提供しまして、情報の共有に努めていくといったことを

やります。河川整備の実施に当たっては、今回掘削が多うございますから、そういったと

きには事前・事後の調査を実施しまして、その把握に努めていくといったこともやります。 

 ３７ページのところが河川管理施設の維持管理ということで、考え方としては、治水、

利水、環境の総合的な視点で進めてまいります。具体的には、下の写真にあるように、巡

視をして、堤防の亀裂とか漏水、あるいは河道内樹木の繁茂状況であるとか土砂の堆積状

況、不法投棄の状況、こういったものを常に把握しまして評価する。そして、速やかに補

修等の対応をしていくということでございます。 

 ３８ページ、今度は堤防の件でございます。堤防については、渚滑川、半分が山つきな

ので比較的延長が短くて、２４kmということになっております。これについては霞堤も一

体的に考えておりますので、その保全といいますか、モニターも含めて一緒にやるという

ことでございます。同じように、異常を早期に把握するため巡視を行う。巡視の前提とな

るのが、草が生えているとよくわからないということもございますので、堤防の除草をし

っかり行う。それで巡視を行いまして破損等が確認されれば、速やかに補修等を行ってい

く、そういった段取りでございます。 

 河道内樹木の管理について３９ページ以降に書いておりまして、ポンチ絵が４０ページ

にありますので、そちらのほうをごらんいただければと思います。通常、樹木の量が適正

に管理されていると、目標流量に対しても計画高水位内で流すことができますが、放って

おくとどんどん木も生えてくるものですから、そうなってくるとその抵抗によって水位が

上昇して、堤防は危険な状況になる。そういったこともございますので、そうなる前に小

さなうちに切る。また、保全が必要な木が出てきた場合には、その木を守って、ほかの木

を間引く。そういったようなことでめり張りをつけて樹木管理をやっていく。ただ、これ

については我々も勉強不足なところがございまして、効果的な管理手法について引き続き

検討していく、そういったことを考えています。 

 ウ）としまして、河道の維持管理ということで、これについては、巡視、縦横断測量、

こういったことを常にやっていくということ。そういったことを踏まえて、土砂、流木、

こういったものの堆積について、河道整正を実施したり、護岸が壊れていれば適正な修繕
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をやっていく、そういったようなことでございます。 

 ４１ページに構造物等の維持管理ということで、樋門と水文観測所がこれに当たります。

樋門は５カ所、観測所については、水位と雨量が両方で５カ所ずつございます。こういっ

たものがちゃんと機能しないと河川管理も十分に行われないものですから、長期にわたり

最大限の機能が発揮できるように日ごろから点検・整備を行っていくといったようなこと

でございます。 

 ４２ページなのですけれども、危機管理体制の整備ということでございます。災害時の

巡視体制の確保ということで、地震、洪水時に迅速かつ的確な巡視を行うということ。そ

れから、水防団等との連携ということで定めておりまして、日ごろから管内の一級河川水

防連絡協議会というのを開催しておりまして、その中で連絡体制でありますとか重要水防

箇所の確認、こういったことを行って、平時から有事に備えて情報の共有化を図っている

ところです。また、有事には、洪水時ですけれども、水防団等が迅速な水防活動が行える

ように河川情報をきちっと提供する、そういったことをやってまいります。 

 洪水予報とか水防警報があるのですけれども、洪水予報は、気象台と共同して発表する

ものでございます。こういったものによって地域の避難の助けになるということと、水防

警報については、水防活動の支援ということでございます。特に最近、この情報というの

が、役所言葉でわかりにくいということもございまして、洪水予報文を避難行動との関連

がわかりやすく改善をしております。また、平常時からいろんなところでこういった水位

の状況とか気にしていただくために、樋門等を活用しまして量水標を設置しまして、危険

の度合いに応じて着色しまして、わかりやすい情報提供に努めるという試みをやっており

ます。 

 具体にどういうものかというのが４３ページの右上なのですけれども、こういったよう

に危険水位でありますとかそういったところの区分で色分けをして、ここまで来たらどう

なんだといったことがわかるようにしております。 

 ４）番として、４３ページの水災防止体制ですけれども、主に地域との協力体制のこと

を書いております。自助、共助、公助ということで、これが三位一体で水防あるいは河川

管理ができるということでして、そのために河川管理者としては、地域に河川情報をより

わかりやすい形で伝達していくということを引き続きやってまいります。また、地域の実

情に詳しい方から現地の状況を知らせていただけるような体制をつくるとか、そういった

相互の情報共有体制の確立に努めていきたいというふうに考えております。また、関係機

関と連携しまして、氾濫状況の周知をすることによって洪水被害の軽減に努める、こうい

ったようなことも今後考えていきたいというふうに考えております。 

 地域防災力の向上ということでして、まさに先ほどの水災防止体制に関係することなの

ですが、紋別市さんでつくっていただいている洪水ハザードマップ、これについて充実さ

せるための支援、あるいは住民に普及するための支援というのを今後とも積極的に行って

いきたいというふうに思っております。 
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 具体のハザードマップは４４ページの上のところに、見づらいですけれども、例示して

おりまして、これは紋別市さんのものでございます。我々としては基盤のどこまで水がつ

くとかというモザイクみたいなやつをつくるのですけれども、上に重ねて、どこに逃げた

らいいとかそういったところを示してこういった形にして、市のほうで各戸に配布されて

いるものというふうに思っております。 

 それから、水防資機材、あるいは災害復旧、こういったところもきちんとやっていくと

いうことでございます。災害復旧につきましては、専門の知識を持つ防災エキスパート、

こういった制度もございまして、こういったことについても考慮して、日ごろから活用で

きるように情報提供、あるいは相互の連絡関係を築いていくといったことをやりたいとい

うふうに思っております。 

 ４５ページ、ここからが河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持並びに河川環境

ということで、利水、環境についてのことでございます。水質の保全に関しても、地域の

協議会を持っておりまして、情報を共有しまして、日ごろから啓発でありますとか連携の

基礎づくりというのをやっております。 

 水質事故に関しても、協議会を通じまして連絡体制の強化を図っているところです。水

質事故の防止に関していえば、これについては油類の流出が多いということもございまし

て、地域住民の意識の向上が不可欠でございまして、関係機関が連携して、こういったよ

うな取り組みをやりたいというふうに考えております。 

 渇水への対応についても、平素から渇水時に迅速な対応ができるよう体制の充実を図っ

てまいります。 

 河川空間の適正な利用ということでございまして、これについても、引き続き関係機関、

自治体と連携しまして、自然学習の場であるとか憩いの場として利用されるよう、そうい

った機能の確保に努めてまいります。 

 河川美化のための体制といたしまして、間もなくですけれども、河川愛護月間が７月に

ありますので、こういったものを通して河川美化活動を実施するということ。そういった

ときにマナー向上の取り組みを行うということでございます。紋別市さんでもやっていた

だいていますけれども、一斉清掃の実施でありますとか、あるいは悪質な行為については

通報等適切な対策を講じてまいります。 

 ４６ページ、これが最後のところになりますけれども、地域と一体となった河川管理と

いうことで最後締めくくっております。河川愛護モニターという制度もございまして、公

募で選ぶのですけれども、そういったような制度も使いながら、住民参加型の河川管理の

構築に努めてまいります。地域住民、市民団体、関係機関及び河川管理者がおのおのの役

割分担を認識しまして、この点についてはきめ細かい河川管理が実施できるよう努めてま

いるということでございます。渚滑川ではさまざまな市民活動も行われておりまして、そ

ういったことが継続、あるいは新たな活動が出てくるようにということで、人材育成の支

援、こういったものも図ろうと思っております。具体的に管内では、下の写真にもありま
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すけれども、地域の防災リーダーを育成するための災害図上訓練、こういったようなこと

も実施をしております。 

 最後に、全体を包括と言うと言い過ぎのところもあるのですけれども、地域コミュニテ

ィが衰退している状況を踏まえながら、河川管理にとどまらず、そういった地域連携を通

して、地域がともに助け合う地域コミュニティの構築に寄与するよう努めていく、そうい

ったことを最後に書いております。 

 以上です。 

 

＊ 渡邊委員長  

どうもありがとうございました。それでは、各委員の意見、コメント等をいただきたい

のですが、その前に欠席されている委員からコメントをいただいているということですの

で、それを先にご紹介してください。 

 

＊ 事務局（高橋） 

それでは、事務局のほうからご紹介いたします。欠席されている斉藤委員から２点コメン

トをいただいております。 

 まず１点目が、人と川のふれあいについて。川で遊ぶにも、渚滑本川のような大きな川

には危険な場所もあり、近づかないように指導していらっしゃるとのことです。水辺空間

の安全確保についてのご指摘がありました。 

 ２点目は、公共事業は長い時間がかかる。そのうちには方向性も変わる。これまで環境

など新たな価値観への対応などご苦労されたものと思いますとのご感想をいただいており

ました。 

 以上２点いただいております。欠席の委員からいただいているコメントは以上になりま

す。 

 

３．討  議 

 

＊ 渡邊委員長 

どうもありがとうございます。 

 それでは、出席されている委員の方々からのご意見、コメント等ありましたら、どなた

からでも結構ですので、多岐にわたる内容ですが、ご指摘をお願いいたしたいと思います。

では、中川委員、お願いします。 

 

＊ 中川委員 

まず、現状のところで、書き加えるといいますか、直したほうがいいかと思う場所が、

１７ページの動植物の生息・生育状況の中で、鳥類の下から４行目、「山付き部の河畔林
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はオジロワシ、オオワシ等の猛禽類が止まり木として利用している」と書いていますけれ

ども、次のページの中流域と同じように、水辺での採餌の利用は下流域も中流域も両方同

じように利用していますので、中流域と同じような「河畔林を休息地、採餌地として利用

している」という書き方にしていただいたほうがいいと思います。特に「山付き部の河畔

林」ということでなくて、「一般の河畔林」というふうに書いてもらったほうがいいと思

います。 

 もう一つ、表の中に特定種～レッドリスト等の記載種ということで印がついて、主に貴

重な種類をリストアップしていると思うのですけれども、このレッドリストは日本のレッ

ドリスト記載種ということで載っていますけれども、この中でオオワシだけは国際的希少

種でＩＵＣＮのレッドリストに載っている種類です。特にこの渚滑川は渡り期や越冬期の

生息地として重要な場所ですので、この記載の中に、「特にオオワシについては国際的な

希少種である」と、その重要な生息地になっているというようなことを加えていただきた

いなと思います。 

 とりあえず。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。オオワシについては、国際的希少種ということですね。それと、

下流域での「山付き部の河畔林」というのを、すべての河畔林と。 

 

＊ 中川委員 

山付き部も水辺の河畔林も同じように利用しているということです。 

 

＊ 渡邊委員長 

わかりました。ありがとうございます。ほかに。中川委員、よろしいですか。 

 

＊ 中川委員 

それから、動植物という語がところどころ出てきます。現状の部分では水辺の国勢調査

でも動物と植物しか調査していませんので「動植物」でいいのですけれども、目標の部分

では、動植物だけではなくて、いわゆる生物全般の保全だと思うのです。多様性の保全と

いうのは。動物でも、植物でもない生物もいますので、動植物というと菌類等落ちるもの

が出てくるので、目標のほうは、例えば３２ページの河川環境の整備と保全に関する事項、

河畔林の保全、河岸の多様化となっている部分、その部分を含めてお話ししますと、生物

多様性の維持なり保持なり保全なりという河岸の多様化というのは、そういうこと（生物

全般の保全）ではないかと思います。河岸に限らず、河床も河岸も水域も、すべてが動植

物あるいはその他の生物も含めた生息地ですので、この保全ということがここに記載され

る必要があると思います。そして、２行目に「多様な動植物が生息・生育」と書いてある
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ところを、「多様な生物」というふうに直していただければと思います。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。斎藤委員、どうぞ。 

 

＊ 斎藤委員 

今、中川さん言われたところにも関連するのですけれども、生物というのは、植物があ

って、動物があって、菌類があって、キノコ類は第３の生物になっているのです。生物学

では。ですから、「動植物」と書いてしまうと本当はだめなのでありまして、「生物」と

書いて、括弧して「動物、植物、菌類」というふうにどこかで一回書いてもらえばいいと

思うのですけれども、今は菌類が独立して第３の生物です。動物、植物ではなくなったの

です。私が若いころは菌類は植物学で習いましたけれども、今は別であります。 

 それから、３２ページのところにあるのですけれども、土現でもそうなのですが、カッ

トしたところはヤナギ林がなくなるわけですから、本当の意味では保全ではないのです。

保全というのはそのまま残さなければいけないわけですから、カットした分を左側の高水

敷に移したいのです。ここは農地であったり牧草地であったりする可能性はあるのです。

そこに１列でもいいから大きな木になるものを植える。ケショウヤナギもそこに生えてい

るものを持っていって、そこに移しかえれば、移せばどんなところでも生えますので、そ

ういうふうにしてやれば、ケショウヤナギ群落の一部だって切っても別に問題はないわけ

です。 

 種が入れる条件というのと人が植えれば生えるというのと違うのでありますけれども、

全体として量を減らさないというのが大事なので、３２ページの図だと、カットした分だ

け植物が減るわけです。当然それに付随する動物も菌類も減るわけですから、できれば減

らさないで、堤防沿いに植える。それで初めて「保全」という言葉を使ってもいいので、

でないと保全ではないので、やっぱりマイナスになっているわけです。というのを気にし

ておりまして、私が書いたものも付録についていますけれども、そういうふうな方向でや

ってもらうと、川にすんでいるものにはいいのではないかと。そういうところが初めて大

きくなる木があって、オジロワシでもオオワシでもとまれるのでありまして、小さなヤナ

ギにはとまらないのです。そういうようなことを期待しております。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。河川工学の立場から、早川先生、今の斎藤委員のご意見につい

て一言。 

 

＊ 早川委員 

確かに、保全といえば、ほかに移植するということは必要だと思うのですが、ただ、高
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水敷のほうに移植した場合、どこかの図にありましたけれども、洪水時の水位を上げない

ような適切な、特に高水敷に樹木等を移す場合は、水位の上昇に結びつかないような工夫、

対策などを考えて、移植する場合であれば、してほしいということです。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。 

 

＊ 斎藤委員 

実際には土現の藻琴川なんかでも始めているのですけれども、間引きをして、１列だけ

残して、流水を妨げない。堤防の高さまで枝打ちもしていますけれども、そういうことを

やれば橋脚と同じものになるので、そういう対策はもちろん考えております。だから、森

をつくるというのではなくて、川の並木をつくる。ただし、大きくなる木を植えるという

期待をしているわけです。今度からは常呂川でも上流側をことし一部そういう方針で間引

きをすることになっているのですけれども、見ていただいて、これならいいやというのを

川の人からも言ってもらえればと思います。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。 

 河畔林というと、先ほどの鳥類の採餌場とか休み場所とかということで重要だと思うの

ですが、鳥類の関係で何かお考え。 

 

＊ 中川委員 

河畔林はどこまでを言うのかを教えていただきたいのですけれども、一般的に河畔林自

体を生息場所にしている鳥類、営巣したり採餌場だったりするものと、オオワシやオジロ

ワシ、猛禽類のように大きな鳥で、主に河畔に降りて、水辺で魚とか遡上したサケの死体

を食べたりして、とまり木、休み場として河畔林を利用しているというような場合もある

と思いますけれども、特にオオワシ、オジロワシの休み場、ねぐらにもしているかと思い

ます。 

 詳しいところはまだはっきりわからないところがありますけれども、いわゆる中流域の

左岸の山の斜面、あそこはかなり上のほうまで止まったりしています。川に近いところだ

けではなくて。どこまでが河川管理の範囲なのかということと、河畔林というのはどこま

でを言うのかはわかりませんけれども、隣接している森林、あれはオジロワシ、オオワシ

の休み場、とまり場としても非常に重要ですし、森林性の鳥類はかなりそこに生息してい

ます。水辺の国勢調査でもわかっていますけれども、そういったものの保全というのは大

事だと思いますので、河畔林という考え方を少し広げるといいますか、そういう部分まで

考えていただければいいなと思います。 
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＊ 渡邊委員長 

その辺のお考えを事務局のほうから。 

 

＊ 事務局（岡部） 

左岸側は山のところなのですけれども、河川として河川区域、法律が及ぶ範囲というの

はごく限られた部分で、おっしゃったように高いところにとまっているやつはうちの土地

ではなくて民有地であったり、ここは民有地が多いのですけれども、そういった法律の及

ばないところになっているのですけれども、ただ、この整備計画自体、地域に周知されて、

いろんなところに説明したいと思っていますので、こういったところに先ほどおっしゃっ

たような記述を考えて、そういったことは地域にも知れ渡るようにしたいとは思います。

この中で人の土地までこうしなさいというのはなかなか書けないところはあるのですけれ

ども、そういったことをお知らせするというのは、この計画の中でもできるかというふう

に思います。 

 

＊ 渡邊委員長 

ということです。 

 

＊ 中川委員 

ぜひお願いしたいのですけれども。国の土地でなければ。それと、鳥類の生息地やいろ

んな生物の生息地という意味だけではなくて、隣接している左岸の森が皆伐されたりする

と、河川に土砂が流入するだとか、いろんなことが出てくると思うのですけれども、その

辺は今、規制みたいなものというか、河川管理の中であそこの森はどうにかなっていると

かなっていないとかというのはあるのでしょうか。何もないのでしょうか。例えば土地の

所有者が皆伐するといったらできるような状態になっているのでしょうか。 

 

＊ 事務局（岡部） 

河川の中では、河川区域を出てしまうとそういった規制は全くかけれないのですけれど

も、民有林であっても保安林になっている可能性はあるので、別の法律で何かしらのそう

いった制約というのはあるかもしれませんけれども、どういったような区域になっている

のかというのは調べてみたいと思います。 

 

＊ 渡邊委員長 

斎藤委員、どうぞ。 

 

＊ 斎藤委員 

河畔林の定義ですけれども、堤防とか何にもない場合は、水流沿いの帯状の森林という
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のが普通の定義だと思います。普通は、堤防があれば、要するに堤外地、河川敷内の森林

ということになると思うのです。堤内地側のは河畔林と言わない。だから、河川管理者が

管理しているところに生えているものが河畔林であるというふうに言えるのではないかと

思います。本来は自然の川沿いの地はすべて河畔林ですけれども。 

 

＊ 中川委員 

渚滑川の特徴として、堤防は片側で、片側に川を寄せて、片側の山側をそのまま利用し

ているというのがあります。特に中流域は生物にとっても河川管理上でも共に重要な場所

だと思うのですけれども、そこの斜面ですので、どうなってもいいというものではなくて、

かなり重要な役割を河川管理上も環境保全上も示していると思います。今いろいろ調べて

いただけるということもありましたけれども、もしそういうことがあればこの計画の中に

載せたり、あるいは提言のような形で一般に土地所有者の方にアピールする意味でも、そ

ういうことも載せていく必要があるのではないかなと思います。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。長澤委員、流域の視点で何か。 

 

＊ 長澤副委員長 

今までの議論と大分トーンが違いますけれども、社会経済的な側面から河川環境の問題

で、２２ページの基本理念、抽象的な議論をしても余り意味がないのですけれども、全体

を読ませていただいて、確かに平成９年の河川法改正以降、河川環境の整備と保全の後段

で、「地域の暮らしや歴史・文化との調和」とか、あるいは「市街地や畑作地帯及び森林

地帯と調和」とか、あるいは最後は「自然環境と共生する持続可能な地域社会の形成に寄

与する」というふうな文言がございますし、最後には地域コミュニティの構築とございま

す。 

 しかしながら、これからの議論でしょうけれども、整備計画の中でこういった非常に格

調高い位置づけ、基本理念がどう具体的に生かされてきているのか、あるいは具体的な処

方せん、プランとして描かれているのか、それが見えてこないので、もう少しその辺、一

歩踏み込んだものがプランの中に必要ではないかという印象的なものを持ちました。 

 それと関連しますけれども、２月にあの辺、雪の中を見た限りでは、常呂川と違って自

然がそのまま残っている。そのままではありませんけれども、８０％は森林だということ

です。そういう意味では、土地利用的にも、あるいはもっと言えば酪農とか畑作の産業活

動と環境保全との調和の問題で、具体的にどういう問題があるのか、その辺ももう少し意

識した整備計画といいますか、そういったものも視野に入れていく必要があるのではない

かと思うのです。 

 さらには、地元の多様なニーズとかいろんなことを言っていますけれども、一体全体ど
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んなニーズがあって、それに対応したどんな整備計画を描こうとされているのか、その辺

が見えてこないということです。長期にわたって効いてくる、次世代で顕在化するという

問題もあるのでしょうけれども、現時点でそういった社会経済的な側面での河川環境整備

の基本理念に基づいたプランニングのありようといいますか、その辺が、崇高で格調高い

文言の割には、内容的にはこれでいいのかというような印象を率直に言って持っていると

ころです。余り抽象的な議論ばかりしても仕方ないのですけれども、印象的な話で。 

 

＊ 渡邊委員長 

わかりました。ありがとうございます。 

 戻って申しわけございませんけれども、河畔林の話が出てきたのですが、この河川整備

計画では、具体的に実際にアクション、あるいは河川にインパクトを与えるということで、

河道掘削が中心になっていると思うのですが、その辺のあたりで議論をしていただければ、

より具体的な話になるかなと思うのですが。斎藤委員のほうからは、河道掘削の件で、そ

のままなくすと保全にはならないということで、残すというお話がされましたけれども、

残すときには、早川委員からは、治水を念頭に置くということで、それに対して斎藤委員

は、例えば１列に植えればいいというような話がございましたけれども、その辺もう少し

具体的にこうしたらいいのではないかというようなご意見がございましたら。 

 

＊ 斎藤委員 

今までは皆伐していたからヒコバエがいっぱい出て、前よりもひどくなった。それを僕

が間引いたのですが、９割を間引いて１割を残して上が大きくなれば葉の量としてはそん

なに変わらない。今度は残った木が枝を広げて、その下は暗くなるので、そこには小さい

ヤナギは生えなくなるのです。一列に４メ－ターに１本にすれば全く関係ないのです。幹

だけだから流れていってしまう。橋脚と同じ。そういうふうなつくり方を余裕ある場所に

やれればいいのではないかと思います。やはり洪水対策が一番ですから。木を他の場所に

移す。枝打ちしますから、下はあいている。そういうつくり方。葉の数も変わらないので

す。１枚１枚がソーラーセルで、太陽の明かりを集めるのに面積当たりの葉っぱの数は変

わらないのです。ですから、木は点々と残したほうが、河川生態系にとっても都合がいい

し、洪水対策としても都合がいい。 

 

＊ 渡邊委員長 

どうもありがとうございます。 

 

＊ 斎藤委員 

魚は葉っぱが減ると困る。その分、餌が減るわけですから。 
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＊ 渡邊委員長 

そのほか河道掘削について各委員のご専門の立場から何かご意見等ございませんか。 

 

＊ 中川委員 

この整備計画ですと、工事を行って、環境に配慮したり、計画どおりやって、多様性や

環境の保全に配慮するというような計画、根本的にはそうだと思うのですけれども、工事

自体が与える影響について、例えば希少種のオジロワシとかオオワシ、オジロワシも二つ

がいぐらいこの流域には繁殖しているようなのですし、オオワシの重要な越冬地になって

いますけれども、工事をする時期によっては大きく影響を与えてしまうのです。繁殖期あ

るいは越冬期、場所と時期というのがありまして、それに配慮した工法といいますか、で

き上がりの問題ではなくて、工事の仕方のようなことというのは、この整備計画の中では

触れるところというのはないのでしょうか。もしあれば、特に希少種の生息については影

響ないような時期や工法をとるみたいなことを入れるようなことはできないのでしょうか。 

 

＊ 渡邊委員長 

ぜひその点も考慮していただければと思いますが、何かありますか。 

 

＊ 事務局（岡部） 

おっしゃるとおり、我々工事をやるときには、猛禽類がいるかどうかとか、営巣してい

るのかどうなのかというのも調査しまして、以前網走川の件でご相談したこともあったの

ですけれども、実際はそういった手続を踏みますし、特に今回のご議論を受けて、そうい

ったことを忘れないように書くべきということであれば、書き方とかも工夫してみたいと

思います。今現在は、いつ工事をやるかとか、営巣とかそういったことに配慮しなさいと

か、具体には書いていないのですけれども、その辺も書きようがあるのか書くべきか、そ

の辺も考えてみたいと思います。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。そのほかございませんか。 

 

＊ 早川委員 

今回、河道掘削で河積が少ない区間として下流区間と上流区間が挙げられているわけで

すけれども、特に上流区間のところは、先ほどご説明ありましたけれども、掘削によって

守るべきところがなくなってしまうというのは本来の目的から外れてしまいますので、そ

の辺は、ここにも書いてありますけれども、地元の意見を聞きながら、特に上流区間の蛇

行部分ですか、この部分は検討していただきたいというふうに思っております。 

 あと、下流の河口部区間ですけれども、ゼロから７km区間ですけれども、流量能力図を
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見ても以前の１，３００m３/sの計画には十分足りているところで、今回計画流量がふえた

としても、先ほどご説明あったように、実際に洪水時、出水時のときには河床が低下して

いて、特にこの部分はいじらなくてもいいのではないかというふうに考えておりますので、

この辺も、モニタリング調査を始めるということですので、その辺の結果を見ながら慎重

に、河道掘削をするのであれば検討していただきたいというふうに考えております。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。資料－５の５ページですね。河口部のフラッシュを十分見込ん

で計画を立てるというお話ですね。この辺もモニタリングをやっていくような話になって

いますよね。今出てきた河口部の掘削の話と上流部の掘削については、上流部については

地元と調整をして考えていくと。 

 

＊ 早川委員 

上流は、さらに上の区間…… 

 

＊ 渡邊委員長 

守るところがなくなる…… 

 

＊ 早川委員 

道のほうにもなりますけれども、その辺との整合性。下流側だけ河道整備しても、上流

のほうも整備しなければ意味がありませんので、その辺も上のほうとの話し合いも十分含

めて、整備のほうは…… 

 

＊ 渡邊委員長 

この区間内の話も含めてということですね。ありがとうございます。 

 今モニタリングのお話が出ましたけれども、何かコメント等ございますか。具体的にご

専門の立場から、どういうふうなことを注意したほうがいいとか。 

 

＊ 早川委員 

河口フラッシュも、いつ来るかが実際問題としてわからない状態でのモニタリングにこ

れから少なくとも四、五年は。その間に出水があればいいですけれども、そういう調査に

なりますからなかなか大変だとは思うのですけれども、出水のピークのときにどこまで河

床が低下するかというところをいかに押さえるかというところがポイントになると思いま

すので、その辺いろいろ工夫されたモニタリングの方法を検討されているみたいですので、

その辺で最深をどうにか押さえてもらいたいということです。 
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＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。掘削のほうに話を振ってしまいましたけれども、そのほかでも

ご意見ございましたら。 

 

＊ 中川委員 

生物のモニタリングのことでご質問も含めてなのですけれども、今は水辺の国勢調査の中

で、５年ぐらいに一遍でしょうか、回ってきて、調査をやっているのですけれども、ここ

で言っているモニタリング、あるいはアダプティブ・マネジメントのためのモニタリング

というのは、もうちょっとスパンの短いものだと思います。特に下流部の掘削等をやる場

合は、やはりその前段からの生息状況、工事中あるいは工事が終わった後といったような

モニタリングが必要だと思いますので、そこも含めたものと考えておいてよろしいでしょ

うか。 

 

＊ 事務局（岡部） 

水辺の国勢調査はおっしゃるとおり何年かに１回なので、それでは当然、河道掘削をこ

れからやることになると毎年やることになりますのでフォローできませんので、別途調査

を組みまして、そのときにモニターすべきものというのも学識者に聞きながらやっていく

ことになります。そういった意味では、おっしゃっていたアダプティブ・マネジメントの

維持管理の中のプラン、ドゥ、シーの中にそういうのが組み込まれていくということでご

ざいます。 

 それから、我々がつぶさに見て、ケショウヤナギがどういうふうになくなるかとか、そ

の後生えたかどうかというのは直営でもできますので、そういったことも含めてやってい

きたいというふうに考えています。 

 

＊ 渡邊委員長 

どうぞ。 

 

＊ 斎藤委員 

水辺の調査は、私も尻別川なんかやっているのですけれども、１０年に一遍になったの

です。前は５年に一遍だったのですけれども、余り変化がないから１０年に一遍にしよう

ということになりまして、大分調査しなくてもよくなって、コンサル会社が浮いてしまっ

たということもあるのですが、もう一つ、ケショウヤナギのことでありますけれども、要

するに移植ということが十分可能なので、場合によれば、そんなに遠慮しないで、切ると

ころは切って、戻すところには戻すという対策をとればいいので、きのうも行ってみまし

たら、駐車場ができて、キャッチアンドリリースの人がいましたけれども、その入り口の

ところの堤防よりも堤内地側にも立派な自然林が生えているのです。そこに移せばいいの
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で、ほかのヤナギを切ることにはなりますけれども、そこに移せば別に削っても問題はあ

りません。移植は十分可能です。 

 今、凍土移植で私がやっているのは、直径９０cmの木でも移植しています。二風谷のほ

うの平取の河川事業所がやっているのですけれども、そういう技術もできてきていますの

で、そんなに気にしないで、この木があるからそこだけ迂回させようとかカーブさせよう

という気はしなくてもいいと思いますけれども。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。ケショウヤナギの移植は可能で、技術も確立されているという

ことですね。ありがとうございます。 

どうぞ。 

 

＊ 中川委員 

治水のほうは専門でないので、基本的な素人の質問なのですけれども、最初の基本方針

で基本高水ピーク流量が１，９００m３/sとなっていて、これは上渚滑、それからそのベー

スになったのが１，５００ですか、に至ったと。それで洪水になったということで１，９

００にしたということなのですけれども、その後のほうの説明で、今回は上渚滑で１，５

００をベースにやるというようなことでしたよね。 

 その辺がよくわからないといいますか、何で最初から基本計画で１，９００なのか。１，

５００の洪水を防ぐためなら１，６００とか１，７００でもいいのかなとか、実際にやる

のは１，５００でやるとか、でも下流は１，９００ですか。この辺の流量がいろんな数字

があって、掘削するにしても、環境に与える影響とか予算面にしても、できるだけ少なけ

れば少ないほうがいいかなと思っていますので、もう一度素人にもわかりやすく聞かせて

いただければ。 

 

＊ 渡邊委員長 

わかりやすく、１，９００m３/sの意味合いと１，５００m３/sの意味合い、それと中流と

下流で１，５００m３/sの場合は１，９００m３/sになっているという時系列と面的な話を整

理して。 

 

＊ 事務局（岡部） 

まず、基本方針のほうが出ていますけれども、もともとこの計画、１，３００m３/s、上

渚滑の地点というのは上流の地点のことなのですけれども、定めておりまして、これを凌

駕するような洪水が出てしまったので、上渚滑の地点で１，９００m３/sに改定しましたと。 

 なぜ１，９００m３/sになったかということなのですけれども、通常我々、河川の計画を

するときに、どのぐらいの確率規模で起こるような雨まで対象とするか。１００年に１回
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とか２００年に１回とか、利根川だと２００年に１回、石狩川、道内でも大きいところだ

と１５０分の１、その他の河川では大体１００分の１ぐらいで計画をしておりまして、１

００年に１回ぐらいの洪水をさまざまな水文データ等を勘案して計算すると１，９００m３/

sになるということで、全国一律の基準に合わせたような形で計画を最終的なものについて

は定めております。それが１，９００m３/sです。 

 

＊ 中川委員 

それは上渚滑の地点で。 

 

＊ 事務局（岡部） 

上渚滑の地点でです。下流の流量が違うというのは、上渚滑の地点では１，９００m３/s

なのですけれども、途中で支川を合わせていきますので、下流のほうではそれよりもふえ

てしまいます。それを勘案すると２，１００m３/sになると、そういったようなことになっ

ています。ここまでが河川整備基本方針で、最終的な目標の話でございます。 

 それから、目標としているのが、原案でいいますと２５ページのところでございまして、

これが河川整備計画、今ご審議いただいている中の目標なのですが、最終的にはここで定

めた上渚滑で１，９００m３/s、下流で２，１００m３/sを目指してやっていくのですけれど

も、最初からこれを目指していくと延々やっていかなければいけなくて、財政上の問題も

ありますので、すぐにいかないということもあります。 

 そういったことで、段階的な目標として、まず戦後最大規模、今生きている世代が経験

したことがあるようなものは安全に流す。全国的にもそういった考え方が基本になってい

るのですけれども、そういった考え方に基づきますと、戦後最大というのが平成１０年の

洪水でございまして、それが上渚滑地点で、こっちですけれども、１，５００m３/sという

ことになります。同じように支川の合流を合わせると、下流で１，９００m３/s。たまたま

こっちと合っていますけれども、基準を上渚滑に持つと１，５００m３/sで、下流では１，

９００m３/sといったような形になります。 

 以上のようなのでよろしいですか。 

 

＊ 中川委員 

当面の工事ということですね。今回のものは。わかりました。 

 

＊ 渡邊委員長 

計画すべてをやろうとすると何十年もかかるということで、当面２０年くらいを目標に

整備するのは、これではなくてこちらだと。 

 

＊ 中川委員 
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そうすると、上渚滑で１，５００で、下流で１，９００という数字になるわけですね。

わかりました。ありがとうございます。 

 

＊ 渡邊委員長 

どうもありがとうございます。今回の議論は、河川整備計画は当面２０年の目標をいか

に実施していくかという内容になると。２０年といっても長い期間なので、先ほどから議

論に出ていますアダプティブ・マネジメントというのが非常に重要になってくると思いま

すが、長澤委員、何か。 

 

＊ 長澤副委員長 

先ほど言った理念的なお話は別にしまして、水害、防災関係で、危機管理というのはな

かなか合意形成が難しいですよね。当該被害者しか当面は見ないですから。そういう意味

では、地域住民あるいは地域関係機関との連携という場合、どういう形で危機管理体制を

とっていくかというのは、非常に難しい問題だと思うのです。 

 当面２０年レベルでどの程度までどういう形でやっていくかということでいえば、４２

ページ以降、危機管理体制の整備で、巡視とか水防団とか、流域全体の住民押しなべて、

あるいは関係機関、行政含めた連携体制をどうつくっていくかということで、先ほど小学

校の斉藤先生が、危険だから行かせるなという、そういうことも一方であるわけですから、

そういう意味では、ふれあいとかなんとかという話をしても、なかなかストレートにいか

ない現状も渚滑川にはあるような気がするのです。その辺もいかに配慮してやっていくか

ということが大事だと思うのです。ポイントだと思うのです。 

 

＊ 渡邊委員長 

ありがとうございます。地域住民、地方自治体との連携は不可欠ですので、その辺も十

分考慮していかなければいけないと思います。 

 そのほか何かお気づきの点等ございますか。きょう原案を具体的に読んでいただいて、

説明を受けたばかりで、なかなかお考えがまとまらないと思いますが、よろしいですか。 

 きょうご議論していただいた内容、今までのところをまとめさせていただきますと、間

違っていたらご指摘願います。貴重種の表示について、事前に委員に相談していただくと

いうことがありました。ご説明の中でケショウヤナギの写真が間違っていたということで、

これを訂正していただくということ。河畔林の保全については、さまざまな視点がござい

ますので、それを踏まえてやっていただきたい。生物のモニタリングにつきましては、工

事の前、中、後の調査を実施して、順応的に実施していく必要があるのではないか。鳥類

にも関係しますけれども、掘削工事の時期と場所によっては非常に影響があるということ

でしたので、場所を事前にちゃんと検討して、影響ないような工事を実施していく必要が

あるのではないかというご指摘をいただいています。 
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 環境面ではそのような形で、河川環境の整備と保全のほうでは、プランニングが余り具

体的に見えてこないということで、地域の産業、あるいは地域住民の方々との調和を視野

に入れて、ニーズを踏まえた上で調整していく必要があるというご指摘を受けております。

掘削については、具体的に上流域の部分との整合性をちゃんと見る必要があるのではない

かということと、河口部の洪水時のフラッシュの問題、これについてもモニタリングをち

ゃんとやっていく必要があるのではないかというご指摘を受けております。 

 以上、私がメモった範囲ではそういうようなお話でしたけれども、何か私で忘れている

ようなことがあればご指摘していただければと思いますが。どうぞ。 

 

＊ 中川委員 

私も説明が悪かったかもしれませんけれども、３２ページのところで、動植物と生物の

関係にあわせて、見出しの２－１－３の（１）「河畔林の保全、河岸の多様化」というの

を、河岸に限らず、「河畔川の生物多様性の維持、保持」、（２行目の何がいいでしょう

か。生物多様性の保全が一番いいでしょうか。）というタイトルにして、「動植物」を

「生物」に直すということでいいかなと。というのは、（１）は内容を含めて河畔林に限

ったように読めるものですから。（１）は内容も含めて。 

 

＊ 渡邊委員長 

先ほど議論になりました、動植物だけではなくて、菌類等も含めて生物一般ということ

ですね。 

 

＊ 中川委員 

それから、陸上のものだけでなくて、水生生物も底生動物から魚類からいろいろいます

ので、河川環境全体の保全という意味合いの部分だと思いますので。 

 

＊ 渡邊委員長 

そうですね。大体議論はその辺で、事務局はよろしいですか。コメント等。 

 

＊ 事務局（岡部） 

きょうはさまざまご議論いただきまして、次回までにご指摘いただいてお答えする中で

補足的な資料とかも準備したいと思いますし、ご指摘いただいた文章の文案の関係につい

ても、今後原案を案にするまでに直していく方針といいますか、そういうところも次回ご

説明して、今回ご欠席の委員もおりますので、改めて引き続きご議論いただければという

ふうに思っております。 

 

＊ 渡邊委員長 
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ありがとうございます。きょうは、魚類関係でご専門の委員の方、それから教育のご専

門をされている委員の方がご欠席で、その部分の議論がなかなか突っ込んだ議論になりま

せんでしたので、次回もう一度お集まりいただきまして、きょうご議論していただいたこ

とも踏まえて、さらに突っ込んで議論をさせていただきたいと思います。 

 きょうはこの辺で議論を閉じさせていただいてもよろしいでしょうか。よろしいですか。

次回、議論をさらに続けるということで、きょうはこの辺で閉じさせていただきます。で

は、事務局にマイクをお返しします。 

 

＊ 事務局（高橋） 

本日は長時間にわたりご審議ありがとうございました。次回の日程につきましては、委

員の方々と調整をさせていただきまして、決定していきたいと思います。決定次第すぐお

知らせするようにいたします。 

 これをもちまして今回の検討会を終わらせていただきます。本日はありがとうございま

した。 

 


