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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 

 
① 目的 

天塩川流域における魚類等の移動の連続性確保に係る調査・事業実施に関する関係機関の取り組

み内容について情報・意見交換を行い、情報を共有し現状を把握するとともに、関係機関が連携して魚

類等の移動の連続性確保に向けた効果的な対策を推進することを目的とする。 
 

② 構成機関 
機関名 課所名 備考 

旭川開発建設部 

治水課 第１回以降 
特定治水事業対策官 第８回以降 
名寄河川事務所 第３回以降 
サンルダム建設事業所 現地勉強会以降 
農業開発１課 第１回以降 
名寄農業開発事業所 現地勉強会以降 

旭川建設管理部 事業室 
治水課 第１回以降 
美深出張所 現地勉強会以降 
士別出張所 現地勉強会以降 

上川総合振興局 

産業振興部整備課 第１回以降 

産業振興部調整課 第１回以降 

北部耕地出張所 現地勉強会以降 
産業振興部林務課 第１１回以降 

上川北部森林管理署 治山課 現地勉強会以降 
上川総合振興局 北部森

林室 
森林整備課森林土木係 

第１０回以降 

留萌開発建設部 
治水課 第９回以降 
幌延河川事務所 第９回以降 
天塩地域農業開発事業所 第１９回以降 

留萌建設管理部 事業室 
治水課 第９回以降 
遠別出張所（羽幌出張所） 第９回以降 

留萌振興局 産業振興部林務課 第１１回以降 
留萌北部森林管理署 業務第二課  

稚内建設管理部 事業室 
治水課 第９回以降 
事業課 第９回以降 

宗谷総合振興局 産業振興部林務課 第１１回以降 

宗谷森林管理署 治山課  

 

③ 会議内容 
 開催年月日 主な内容 

第１回 Ｈ１８．２．１０ 

旭川開建治水課 ～ サクラマス調査概要 

上川支庁  ～ 「魚を育む流れづくり推進対策事業」の説明 
旭川土現 ～ 河川・砂防施設魚道設置状況 
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 開催年月日 主な内容 

第２回 Ｈ１８．３．１６ 

旭川開建治水課 ～ 各種河川横断工作物分布状況 
上川支庁 ～ 「魚を育む流れづくり推進対策事業」及びその協議会

設立（天塩川水系魚道整備協議会）について 
旭川土現 ～ 河川・砂防施設魚道設置状況 

第３回 Ｈ１８．６．１９ 

旭川開建治水課 ～ サクラマス産卵可能域調査の結果 
旭川開建農業１課 ～ 士別川頭首工補修工事について 
上川支庁 ～ 「魚を育む流れづくり推進対策事業」及びその協議会

設立及び風連２０線堰堤の補修・魚道設置について 
旭川土現 ～ Ｈ１８砂防えん堤魚道設置計画 

第４回 Ｈ１８．１０．３０ 

旭川開建治水課 ～ 魚類遡上障害施設状況及び下士別頭首工へ

の魚道設置について 
上川支庁 ～ 「魚を育む流れづくり推進対策事業」のスケジュール 
旭川土現 ～ 魚道設置検討対象河川の抽出について 

第５回 Ｈ１９．１．３１ 

旭川開建治水課 ～ 河川整備計画関連の状況説明 
旭川開建名寄河川 ～ 横断工作物踏査結果報告 
旭川開建農業１課 ～ 頭首工への魚道設置取り組みについて 
上川支庁 ～ 「魚を育む流れづくり推進対策事業」の状況説明 
旭川土現 ～ 魚道整備箇所検討業務の概要説明 

第６回 Ｈ１９．６．１２ 

旭川開建治水課 ～ Ｈ１９魚類調査計画及び現地勉強会について 
旭川開建サンルダム ～ Ｈ１９魚類調査計画 
旭川開建農業１課 ～ Ｈ１９頭首工への魚道設置及び補修計画 
上川支庁 ～ 「魚を育む流れづくり推進対策事業」の状況説明 
旭川土現 ～ 魚道整備箇所検討業務の概要説明及びＨ１９砂防え

ん堤魚道設置計画 

現地勉強会 Ｈ１９．６．２６ 

講師 ： 北海道漁業協同組合連合会 環境部次長  石川 清 
      流域生態研究所 所長  妹尾 優二  
現地視察 ： 風連２０線堰堤、下士別頭首工、天塩川第１頭首工、剣

和頭首工、士別川頭首工、東士別頭首工 
意見交換会 ： 士別河川防災ステーション 

第７回 Ｈ１９．１２．１１ 

旭川開建治水課 ～ Ｈ１９魚類調査結果及び天塩川魚類生息環境

保全に関する専門家会議について 
旭川開建サンルダム ～ Ｈ１９魚類調査結果 
旭川開建名寄河川 ～ 東士別頭首工、剣和頭首工への魚道設置 
旭川開建農業１課 ～ 士別川頭首工への魚道設置及び天塩川第１

頭首工既設魚道改築について 
上川支庁 ～ 「魚を育む流れづくり推進対策事業」の状況説明及び

事業効果に関する取り組みについて 
旭川土現 ～ 砂防えん堤、落差工における魚道維持状況（堆積土

砂撤去）について 
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 開催年月日 主な内容 

第８回 Ｈ２０．６．４ 

旭川開建治水課 ～ Ｈ２０魚類調査計画及び天塩川魚類生息環境

保全に関する専門家会議について 
旭川開建サンルダム ～ Ｈ２０魚類調査計画 
旭川開建名寄河川 ～ Ｈ１９東士別・剣和頭首工への魚道設置 
旭川開建農業１課・名寄農業 ～ Ｈ１９士別川頭首工への魚道設置

及び天塩川第１頭首工既設魚道改築 
上川支庁 ～「魚を育む流れづくり推進対策事業」の状況及び事業効

果に関する取り組み、風連２０線堰堤の補修について 
旭川土現 ～ Ｈ２０魚道設置予定箇所について 

第９回 Ｈ２０．８．６ 

旭川開建治水課 ～ 連続性確保に向けた施設整備案について、既

設魚道の機能評価について 
旭川開建名寄河川 ～｀ 既設魚道の点検報告（情報提供） 
上川支庁 ～ 「魚を育む流れづくり推進対策事業」天塩川地区の状

況及び魚類底生動物調査結果速報について、第２回

天塩川水系魚道整備協議会及び全道魚道整備担当

者研修会の開催状況について 

第１０回 Ｈ２０．１０．２０ 

旭川開建治水課 ～ 連続性確保に向けた施設整備案について、Ｈ

２０魚類調査結果 
旭川開建サンルダム ～ Ｈ２０魚類調査結果 
旭川開建名寄河川 ～ 既設魚道点検及び対応状況 
旭川土現 ～ 既設魚道点検及び対応状況  

第１１回 Ｈ２１．６．３ 

旭川開建特定治水対策官 ～ 天塩川における魚類等の生息環境

保全に関する中間取りまとめ（平成２０年度年

次報告）、各機関の魚道整備状況及び予定 
旭川開建治水課 ～ 平成２１年度魚類調査について 
旭川開建サンルダム ～ 平成２１年度魚類調査について 
留萌開建治水課 ～ 平成２１年度魚類調査について、留萌開建管

内の魚道整備予定箇所の現況について 
旭川開建名寄河川 ～ リバーネット２１による魚道点検予定につい

て、琴平川の魚道設置について 
上川支庁調整課 ～ 魚を育む流れづくり推進対策事業(ソフト事業)  

剣淵地区について、魚を育む流れづくり推進対

策事業 天塩川地区 
上川支庁北部耕地出張所 ～ 基幹水利施設ストックマネジメント事

業 弥生地区 魚道説明 

現地勉強会 Ｈ２１．７．１ 

講師 ： 北海道漁業協同組合連合会 環境部次長  石川 清 
流域生態研究所 所長  妹尾 優二 

      日本大学理工学部土木工学科 教授  安田 陽一  
現地視察 ： 真勲別頭首工、上名寄頭首工、下川パンケ治山えん

堤、剣和頭首工 
専門家会議委員による講習会 ： 士別河川防災ステーション 
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 開催年月日 主な内容 

第１２回 Ｈ２１．１１．２４ 

旭川開建特定治水事業対策官 ～ 連続性確保に向けた取組状況 
旭川開建名寄河川 ～ リバーネット２１魚道点検結果と対応概要 
旭川開建サンルダム ～ サンルダム関連報告 
旭川開建治水課 ～ 平成２１年度魚類調査結果について 
留萌開建治水課 ～ 平成２１年度留萌開発建設部の取り組みについて 
上川支庁 ～ 平成２１年度魚を育む流れづくり推進対策事業について 
留萌土現羽幌出張所 ～ 留萌土木現業所の取り組み（事例紹介） 

第１３回 Ｈ２２．６．１６ 

旭川開建特定治水事業対策官 ～ 専門家会議議論状況  
旭川開建治水課 ～ 連続性確保に向けた取組状況 
旭川開建サンルダム ～ 平成２２年度魚類調査予定について 
旭川建設管理部事業室治水課 ～ 魚道等の設置状況について 
上川総合振興局調整課 ～ 平成２２年度 魚を育む流れづくり推進対

策事業について  
上川総合振興局北部森林室 ～ 「仁宇布・辺渓地区 治山先進技術

実証事業」「ポンオテレコッペの沢 復旧治山事業」について 
稚内建設管理部事業課 ～ ペンケオポッペ川の落差工の魚道設計予定 
旭川開建治水課 ～ 天塩川河川横断工作物データベースシステムに

ついて 

第１４回 Ｈ２２．１２．７ 

旭川開建特定治水事業対策官 ～ 連続性確保に向けた取組状況 
旭川開建治水課 ～ 天塩川上流魚類調査結果 
旭川開建サンルダム ～ サンルダム関連魚類調査結果 
旭川開建名寄河川 ～ リバーネット 21 による魚道の点検結果と

対応状況 

上川総合振興局 旭川建設管理部 事業室 治水課 ～ 魚道工等の

設置状況について 
稚内建設管理部事業課 ～ ペンケオポッペ川魚道工計画 

第１５回 Ｈ２３．１１．２４ 

旭川開建特定治水事業対策官 ～ 専門家会議及び天塩川ワークショ

ップについて、連続性確保に向けた取組状況、天

塩川上流魚類調査結果 
旭川開建サンルダム ～ サンルダム関連魚類調査結果 
旭川開建名寄河川 ～ アラキの川遡上環境改善施設、天塩川巨

石帯工（士別市）遡上施設施工 

上川総合振興局 旭川建設管理部 事業室 治水課 ～ 魚道工等の

設置状況について 
上川総合振興局 北部森林室 ～ 平成 23 年度 実施工事概要 

第１６回 Ｈ２４．１１．２７ 

旭川開建特定治水事業対策官 ～ 連続性確保に向けた取組状況及

び魚類調査結果、今後の進め方について（情報

提供） 
旭川開建名寄河川 ～ 今年度の取り組みについて 

旭川開建サンルダム ～ サンルダムに関する情報提供 
上川総合振興局 旭川建設管理部  ～ 今年度の取り組みについて 
上川総合振興局 北部森林室 ～ 今年度の取り組みについて 

宗谷総合振興局 稚内建設管理部  ～ 今年度の取り組みについて 
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 開催年月日 主な内容 

第１７回 Ｈ２６．２．２８ 

旭川開建特定治水事業対策官 ～ 連続性確保に向けた取組状況及

び魚類調査結果、今後の進め方について（情報提供） 
旭川開建名寄河川 ～ 今年度の取り組みについて 

上川総合振興局 産業振興部林務課 ～今年度の取り組みについて 
上川総合振興局 北部森林室 ～ 今年度の取り組みについて 

上川総合振興局 旭川建設管理部  ～ 今年度の取り組みについて 
留萌開発建設部幌延河川事業所 ～ 今年度の取り組みについて 

宗谷総合振興局 稚内建設管理部  ～ 今年度の取り組みについて 

旭川開建サンルダム ～ H25 年度天塩川水系魚道点検調査結果 
旭川開建特定治水事業対策官 ～ H26 年度天塩川水系における魚

類関連調査予定について 

第１８回 Ｈ２７．２．１０ 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項について 
平成 26 年度の取り組み状況・平成 27 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 名寄河川事務所 

③旭川開発建設部 名寄農業開発事務所 

④上川北部森林管理署 治山グループ 

⑤上川総合振興局 産業振興部 林務課 
⑥上川総合振興局 北部森林室  

⑦上川総合振興局 旭川建設管理部 士別出張所・美深出張所 
⑧留萌開発建設部 幌延河川事務所 

⑨宗谷総合振興局 稚内建設管理部 事業室 事業課 

第１９回 Ｈ２８．２．９ 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項について 
平成 27 年度の取り組み状況・平成 28 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 名寄河川事務所 

③上川北部森林管理署 治山グループ 

④上川総合振興局 産業振興部 林務課 
⑤上川総合振興局 北部森林室  

⑥上川総合振興局 旭川建設管理部 士別出張所 

⑦上川総合振興局 旭川建設管理部 美深出張所 
⑧留萌開発建設部 幌延河川事務所 

⑨宗谷総合振興局 稚内建設管理部 事業室 事業課 

第２０回 Ｈ２９．２．７ 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項について 
平成 28 年度の取り組み状況・平成 29 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 名寄河川事務所 
③上川北部森林管理署 治山グループ 
④上川総合振興局 産業振興部 林務課 
⑤上川総合振興局 北部森林室  
⑥上川総合振興局 旭川建設管理部 士別出張所 
⑦上川総合振興局 旭川建設管理部 美深出張所 
⑧留萌開発建設部 幌延河川事務所 
⑨宗谷総合振興局 稚内建設管理部 事業室 事業課 

魚道と河川のつながりについて 上川総合振興局 北部森林室 



2-5-6 

 

 開催年月日 主な内容 

第２１回 Ｈ３０．１．３１ 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項について 
平成 29 年度の取り組み状況・平成 30 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 名寄河川事務所 
③上川北部森林管理署 治山グループ 
④上川総合振興局 北部森林室  
⑤上川総合振興局 旭川建設管理部 士別出張所 
⑥上川総合振興局 旭川建設管理部 美深出張所 
⑦留萌振興局 留萌建設管理部 事業室 治水課 
⑧宗谷総合振興局 稚内建設管理部 事業室 事業課 

第２２回 Ｈ３１．２．４ 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項について 
平成 30 年度の取り組み状況・平成 31 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 名寄河川事務所 
③上川北部森林管理署 治山グループ 
④上川総合振興局 北部森林室  
⑤上川総合振興局 旭川建設管理部 士別出張所 
⑥宗谷総合振興局 稚内建設管理部 事業室 事業課 

第２３回 Ｒ２．１．３０ 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項について 
令和元年度の取り組み状況・令和 2 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 名寄河川事務所 
③上川総合振興局 旭川建設管理部 士別出張所 
④上川総合振興局 旭川建設管理部 美深出張所 
⑤上川総合振興局 北部森林室  
⑥上川北部森林管理署 治山グループ 

第２４回 Ｒ３．２．４ 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項等について 
令和 2 年度の取り組み状況・令和 3 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 名寄河川事務所 
③上川総合振興局 旭川建設管理部 美深出張所 
④上川総合振興局 旭川建設管理部 士別出張所 
⑤上川総合振興局 北部森林室  
⑥上川北部森林管理署 治山グループ 

第２５回 
Ｒ４．２．８ 
書面会議 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項等について 
令和 3 年度の取り組み状況・令和 4 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 治水課 
③旭川開発建設部 名寄河川事務所 
④上川総合振興局 旭川建設管理部 美深出張所 
⑤上川北部森林管理署 治山グループ 
⑥北海道留萌振興局 留萌建設管理部 羽幌出張所 
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 開催年月日 主な内容 

第２６回 Ｒ５．１．３１ 

○各関係機関からの情報提供、連絡事項について 
令和 4 年度の取り組み状況・令和 5 年度以降の予定等 

①旭川開発建設部 特定治水事業対策官 
②旭川開発建設部 名寄河川事務所 
③上川総合振興局 旭川建設管理部 美深出張所 
④上川北部森林管理署 治山グループ 
⑤北海道留萌振興局 留萌建設管理部 羽幌出張所 

 




