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  １．開  会 

○事務局 それでは、お時間になりましたので、これより、第４回天塩川下流汽水環境検

討会を開催いたします。 

 私は、事務局を務めます留萌開発建設部治水課長の大山と申します。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 議事に入るまでの司会進行を務めますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 まず、注意事項を皆様にお知らせいたします。 

 記者発表の際にもお知らせしておりますが、カメラ撮りは、冒頭の挨拶までとさせてい

ただきます。それから、円滑な議事の進行のため、携帯電話は、電源を切るか、マナーモ

ードの設定をお願いいたします。 

 

  ２．挨  拶 

○事務局 それでは、会議の開催に当たり、留萌開発建設部次長の田村よりご挨拶を申し

上げます。 

○事務局 皆さん、こんにちは。 

 私は、留萌開発建設部で次長をやっております田村と申します。 

 検討会の開催に先立ち、一言、ご挨拶を申し上げたいと思います。 

 本日は、お忙しい中、天塩川下流汽水環境検討会にご参加いただき、ありがとうござい

ます。 

 天塩川下流域は、底生生物や魚類、鳥類などの多様な生物の生息・生育環境を形成され

ております。また、オジロワシやオオワシといった渡り鳥の重要な中継地にもなっている

ほか、河口部については全国有数のヤマトシジミの産地という環境にあります。一方、今

回の検討会でも議論いただきます汽水域については、昭和４０年代ごろから、河川改修や

土地利用など、過去のさまざまな営為の影響により変化してきておりました。 

 このため、平成２０年６月に、天塩川下流域における汽水環境の回復を目的として本検

討会を設立しました。委員の方々の熱心なご議論により、翌年３月、天塩川下流汽水環境

整備計画が策定でき、その後、具体的な整備を進めてきております。 

 しかしながら、近年の天塩川流域におけるこれまでのモニタリング調査から、降水量の

増加や、それに伴う河川流量の増加で、汽水環境に影響が及んできていることがわかり、

今回、本計画の検証作業を行うことにしたところです。 

 本検討会においては、近年の環境変化の課題、その対応方針などについて、皆様方から

熱心なご議論をいただきたいと考えております。それをもって、計画の検証を行い、場合

によっては計画の見直しも行ったうえで、我々としても、よりよい汽水環境、静水環境の

再生に引き続き努めていきたいと考えております。 

 以上、簡単ですが、挨拶とさせていただきます。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 
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○事務局 続きまして、委員の皆様をご紹介いたします。 

 今回、第４回目ということで、平成２０年度に天塩川下流汽水環境検討会を行っており、

そのときにお願いしていた委員の方々から新たにお願いしてご参加いただいている委員の

方もおられますので、皆様にご紹介いたします。 

 まず、向かって左側から順番にご紹介させていただきます。 

 公益社団法人北海道栽培漁業振興公社の技術顧問の岡田委員でございます。 

 そのお隣ですが、日本雁を保護する会会長の呉地委員でございます。 

 そのお隣ですが、猛禽類医学研究所代表の齊藤委員でございます。 

 そのお隣ですが、地方独立行政法人北海道立総合研究機構水産研究本部さけ・ます内水

面水産試験場内水面資源部内水面資源部長の佐々木委員でございます。 

 続きまして、国立研究開発法人土木研究所寒地土木研究所寒地水圏研究グループ水環境

保全チーム上席研究員の新目委員でございます。 

 続きまして、ＮＰＯ法人北海道水文気候研究所理事長の高橋委員でございます。 

 続きまして、ＮＰＯ法人水圏環境科学研究所理事長の橘委員でございます。 

 続きまして、ＮＰＯ法人天塩川を清流にする会理事長の渡部委員でございます。 

 続きまして、北るもい漁業協同組合天塩支所長の田中委員でございます。 

 続きまして、天塩町役場商工観光課課長を兼務されている副町長の長瀬委員でございま

す。 

 同じく、天塩町役場農林水産課課長の青野委員でございます。 

 続きまして、幌延町役場産業振興課課長の桜井委員にご出席いただく予定でしたが、所

用のために出られないということで、代理として、同じく企画振興グループ主幹の角山様

でございます。 

 なお、呉地委員におかれましては、これまで振老旧川の渡り鳥保全に関連してご助言を

いただいていた経緯により、今回から委員として参加していただいております。 

 同じく、佐々木委員におかれましても、このたび、今田委員のご後任として本検討会の

委員としてご参加いただいております。 

 同じく、新目委員ですが、これまで、山下委員のご後任として本検討会にご参加いただ

いております。 

 なお、北るもい漁業協同組合様と天塩町役場様、幌延町役場様におかれしては、平成２

０年度当時はオブザーバーという形でご参加していただいておりましたが、今回、漁業関

係あるいは地元行政のご意見をいただきながら進めていくという考え方に立ち、このたび、

委員という形でご参加いただくこととさせていただきました。よろしくお願いいたします。 

 それでは、お配りしている資料のご確認をさせていただきます。 

 最初に、第４回天塩川下流汽水環境検討会、議事次第と書かれたＡ４判縦の資料です。

それから、右肩に資料１と書かれている汽水環境検討会の設立趣旨が１枚目に来ているＡ

４判縦の資料です。それから、右肩に資料２と書かれたカラー版の資料です。最後に、平
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成２０年度に本検討会でご意見をいただいて策定した天塩川下流汽水環境整備計画書です。 

 資料のない方はいらっしゃいませんか。 

 それでは、先に進めます。 

 

  ３．要領の改定について 

○事務局 次に、３番目の要領の改定についてです。 

 お配りした資料１をごらんください。 

 １枚目は設立趣旨、２枚目を飛ばしまして、３枚目に運営方針と書かれております。こ

れらは、本検討会の設立趣旨と運営方針ですが、特に変更しておりませんので、説明は省

かせていただきます。 

 ４枚目の委員名簿については、先ほど皆様にご紹介したとおりです。 

 ２枚目の要領の改定についてですが、新旧の対比表という形でお示ししておりますが、

今回、事務局案として、委員の任期を修正しております。事前に委員の任期を平成３０年

３月３０日という形でご案内を差し上げている関係上、第４条第２項のところを１年から

２年に変更させていただいております。 

 これについては、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局 ありがとうございます。 

 先に進みます。 

 検討会の設置要領にもありますが、本検討会については、第６条第２項により、１２名

の委員のうち２分の１以上のご出席がありますので、本検討会が成立していることをご報

告させていただきます。 

 続きまして、座長の選出に入りたいと思いますが、これまで、平成２０年度当時から元

北海道立水産孵化場の内水面資源部長の今田様に座長を務めていただいておりましたが、

諸般の事情により、今回、委員を辞退されております。 

 このたび、ご後任として岡田委員にお願いできればと考えておりますが、委員の皆様、

いかがでしょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○事務局 ありがとうございます。 

 委員、よろしいでしょうか。 

○委員 はい。 

○事務局 ありがとうございます。 

 それから、副座長については、前回の検討会から高橋委員にお願いしており、引き続き

高橋委員にお願いしたいと考えております。 

 座長と副座長は、座長と副座長席に移動していただけますか。 

〔座長、副座長は所定の席に着く〕 
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○事務局 それでは、これからの進行は座長にお願いしたいと思います。 

 

  ４．議  題 

○委員 ただいま指名をいただいた○○でございます。 

 不慣れですが、この会の司会進行を務めさせていただきたいと思います。 

 天塩川下流域については、次長のご挨拶にもありましたように、産業的にも、自然環境

としても、地元にとっては非常に大きな存在だと認識しております。そして、その環境整

備については、関心も高く、注目されていると考えております。 

 当委員会としては、皆様のご協力を得て役目を果たしていきたいと思っておりますので、

委員の皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 それでは、議事に入りたいと思います。 

 議事次第にありますように、議題が１）から４）までありますが、まず、１）天塩川下

流地区自然再生について説明いただいて、その後、質疑を行いたいと思います。続きまし

て、２）から４）まで一括して事務局に説明いただいて、その３件について改めて質疑を

受けたいと思っております。 

 以上の形で進めていきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 それでは、１）について、事務局よりご説明をお願いいたします。 

○事務局 ○○の○○と申します。どうぞよろしくお願いいたします。皆様にお配りして

おります資料２をごらんください。スクリーンでもご説明させていただきますが、お手元

にもお配りしておりますので、見づらい場合についてはお手元の資料でご確認いただけれ

ばと思います。 

 表紙をめくって、目次でございます。これからご説明するのは、１）天塩川下流地区自

然再生についてです。 

 ３ページですが、天塩川下流域の自然環境の特徴についてです。天塩川下流は、湿地や

沼地が残る自然環境を有しており、左下の地図にも図示しておりますが、利尻・礼文・サ

ロベツ国立公園に隣接しております。また、サロベツ湿原は、ラムサール条約に登録され

ております。ラムサール条約湿地については、凡例の真ん中の薄い黄土色で示しておりま

す。また、右側の写真については、天塩川下流域とサロベツの原野の状況です。下の写真

については、天塩川下流域と天塩町市街の状況を示しております。 

 ４ページは、天塩川下流域の自然環境の特徴です。天塩川下流の汽水域の区間は、冬期

間でも結氷しにくいことから、渡り鳥の中継地、休息地として重要な地域です。ここでは、

天然記念物であるオジロワシの営巣地が分布していたり、日本最大の淡水魚であるイトウ

が生息するなど、重要な生物が多数生息、生育しています。また、地域の主要な水産資源

でもあるヤマトシジミ漁が盛んに行われており、「しじみまつり」などのイベントが天塩

町の主要な観光資源となっております。 

 続いて、５ページは、天塩川下流地区自然再生の事業背景です。天塩川下流域について
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は、昭和３０年代より河川改修工事が行われており、昭和３０年代から４０年代には、主

に蛇行区間において捷水路工事が行われていました。下の写真のとおり、左上は昭和２２

年の状況です。概ね１０キロより上流において川が蛇行している状況が見受けられます。

右側の昭和４３年もしくは昭和５９年の写真と見比べて頂くと、蛇行区間を直線化とする

工事を行っておりました。その後、平成７年、平成１３年の写真のとおり、河道形状は現

在と大きな変化はない状況でございます。 

 ６ページは昭和５０年代に天塩川下流域にて行われた主な工事で、河道内の浚渫、掘削

及び築堤工事が開始されております。その結果、多様な河岸が減少に伴い河川環境が大き

く変化し、好適な汽水環境、静水環境が失われていったという状況です。 

 ７ページをごらんください。好適な汽水環境の減少により、物理環境にどの様な変化が

生じたのかを示しています。左上の①浅場底質の細粒化ですが、グラフは粒径加積曲線で

あり、縦軸が通過百分率、横軸が粒径であり、赤が平成２年、黒が平成１５年です。この

グラフにより底質の細粒化が認められている状況です。右上の②の塩淡境界面の上昇は、

横軸が河口からの上流方向への距離、縦軸は標高を示しております。一番下の線ですが、

最深河床という黄土色のラインがあり、その上に点線で０キロから１０キロぐらいまでの

間に黄土色で囲った範囲がありますが、ここを浚渫工事で取り除いたことにより、塩水境

界面を示す赤ラインが約５０センチ上昇すると伴に、塩水遡上が上流に延伸しております。 

また、左下③の河岸の急傾斜化について、赤ラインは昭和４４年の川の横断形状を示して

おり、平成１３年の黒線は矩形状況となっております。水色の好適な汽水域に接する河岸

の面積は少なくなっている状況です。 

 続いて、８ページをごらんください。左上の図は昭和４０年代の状況を示しています。 

一番薄い水色が淡水域、その下が汽水域、一番濃い青が塩水です。昭和４０年代の汽水域

と陸に接するところに黄色い点線を引いております。昭和４０年代の黄色い点線ですが、

下図の浚渫後の変化その①と比較すると、黄色い点線の長さが短くなっております。これ

は、浚渫に伴って塩水が上がりやすくなり、汽水域の幅は狭くなったものです。さらに、

下図の浚渫後の変化②は、浚渫もしくは河道掘削工事により、さらに黄色い点線の長さが

短くなった状況を示しております。右側の地図は、過去の工事に伴い、失われた良好な浅

場の汽水環境が影響している区間を示しております。その区間は、河口から上流１４キロ

まで影響しております。 

 ９ページをごらんください。先ほど、好適な汽水環境の変遷を説明させていただきまし

たが、このページは静水環境の減少をまとめた資料です。蛇行していた川を直線化するこ

とにより、発生した土砂は旧川に埋めていました。赤は昭和４０年代の静水環境の範囲、

かつての河川であり、平成２１年３月に検討したときの静水環境は緑で囲った範囲です。

このような形で、静水環境の面積が減少しております。 

 １０ページをごらんください。これまで説明させていただきました工事等による物理環

境の変化により、生物の生息環境が減少している状況になるというものを生態系への影響
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概念図として表したものです。一番底辺の汽水環境、静水環境が減少することにより、水

際植物もしくは底生生物、魚類、鳥類、上位種であるオジロワシ、オオワシなどにも影響

することを概念図として表しているものです。このような状況を踏まえ、天塩川河岸にお

いては、過去に存在していた汽水環境を再生し、多様な生物の生息環境の回復を図り、後

世へ引き継ぐ貴重な環境として保全する必要があるとされております。 

 続きまして、１１ページをごらんください。天塩川下流の汽水環境検討会についてです。 

平成２０年６月に検討会を設立しました。検討会の趣旨、審議事項は記載のとおりであり、

検討会は過去に３回、開催しております。その検討会を経て、平成２１年３月に天塩川下

流汽水環境整備計画が策定されました。 

 続きまして、１２ページは、この計画の目標についてです。記載のとおり、緩傾斜で底

質が砂質の好適な汽水域の環境、流速の緩やかな静水環境を再生することにより、天塩川

下流汽水域がかつて有していたオジロワシが飛来、越冬する環境の回復です。対象とする

区間は、年間を通して塩水が遡上しているＫＰ０．０が河口で、ＫＰ１４．０付近という

のを先ほどの図で示したところです。目標とする年代については、浚渫、掘削、川幅の拡

幅、これに伴う旧川の埋め戻しが本格的に始まる前の昭和４０年代としております。 

 続きまして、１３ページは、目標とする回復面積です。汽水環境については、好適な汽

水環境の再生目標面積は１８ヘクタールとするとなっております。１８ヘクタールとなっ

た経緯は、昭和４０年代の好適な汽水環境が２８ヘクタールありましたが、計画検討時、

平成１８年の好適な汽水環境は１０ヘクタールになってしまったということで、減少した

汽水環境の面積１８ヘクタールを再生目標としております。静水環境については、旧川以

外の他の場所でも静水環境が減少しておりますので、事業として再生可能な２３ヘクター

ルを再生目標面積としております。昭和４０年代の旧川の静水環境は、２９ヘクタールで

したが、平成１８年の旧川の静水環境は１３ヘクタールで減少した旧川の静水環境が１６

ヘクタールとなり、再生目標面積の２３ヘクタールとは合いません。では、２３ヘクター

ルはどういうことかを申し上げますと、下に米印で書かせていただいております、汽水環

境で川幅を仮に４２メートルとし、左右岸で延長方向に５．４キロメートルを汽水環境と

して回復することにより、静水環境も回復できるだろうと想定し、２３ヘクタールを再生

目標面積としております。 

 続きまして、１４ページをごらんください。平成２１年に策定された計画に基づき、再

生するための整備に当たって、下流側から浜里地区、北川口地区、振老地区の３カ所で事

業を行っており、平成２９年までに完了する予定です。左下の写真は、北川口地区の整備

状況の写真です。写真の下側から上側に向かって川が流れており、川の中に、一部陸地み

たいなものが細くありますが、こういうところを残しながら汽水環境を整備しております。

整備にあたっては、右上に四つほど書いておりますが、失われた良好な汽水環境の再生に

向け河岸の緩傾斜化、覆砂を行い底生生物の生息環境の改善などとしております。右下の

平面図は、河岸の線形を曲線とすることにより河岸付近の流速の変化を期待し、これによ
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って渡り鳥などの休息場として利用されることがあるのではないか、河道掘削によって生

じた砂はパンケ沼の覆砂に活用することを事業として取り組んでいるところです。 

 続いて、１５ページをごらんください。先ほどお示しした箇所よりももう少し上流のと

ころで、振老旧川もしくは渡船場跡という旧川があります。旧川においては右上の写真の

黄色囲み箇所では、静水環境の整備として掘削を行っています。振老旧川は４．８ヘクタ

ール、渡船場跡は２．０ヘクタールの静水環境を整備しました。 

 １６ページをごらんください。汽水環境、静水環境ともに、平成２９年度に再生目標面

積に達成する予定であり、汽水環境については１８ヘクタールの目標に対して１８ヘクタ

ール、静水環境については２３ヘクタールに対して２４．８ヘクタールを整備する見込み

です。 

 １７ページは、現計画に掲載されている事業実施による予測、分析内容を記載しており

ます。①は、緩傾斜河岸と覆砂による好適な汽水環境の回復により、底生生物の生息環境

が向上、②は、河岸を掘り込み、アンジュレーションをつけ、多様な線形を回復すること

により、流速の遅い箇所など多様な流れが生まれる、③は、ヨシ等の植物が繁茂すること

により、カバーを形成し、魚類の隠れ家として利用が促進される、これらにより、鳥類の

採餌環境や生息環境が向上するという予測分析となっております。また、④は、鳥類等の

生息環境が向上することにより、生態系の最上位に位置するオジロワシ、オオワシ等の採

餌環境が向上する、となっております。 

 続きまして、１８ページは、モニタリング計画です。（１）モニタリングの目的です。

四つあります。自然再生事業の効果を把握する検証資料とする、順応的管理に資する情報

を把握する、予測・分析結果を検証する、検証結果を事業へフィードバックすることによ

り、当初の予測、分析のずれを修正するとなっています。まさに、今回の計画の検証は、

これに基づき行っているものです。（２）のモニタリングの進め方ですが、生物環境調査

については、専門家の指導・助言を得て実施する、生物環境調査は、地域住民、ＮＰＯの

協力を得て実施する、蓄積されたデータをもとに評価を実施して、事業にフィードバック

する、評価後については、定期的に状況把握を目的として、環境教育などの利活用と連携

しながら、継続的にデータを蓄積していきます、となっております。 

 続きまして、１９ページをごらんください。モニタリング計画につきましては、大きく、

物理環境と生物環境の二つに分かれております。物理環境については、緩傾斜河岸の形状

の把握、覆砂箇所の底質の把握、好適な汽水域の把握、生物環境については、魚類の生息

状況の把握、鳥類の生息状況の把握、底生生物の生息状況の把握、植物状況の把握を行う

ことが記載されております。 

 続きまして、２０ページをごらんください。先ほどご説明させていただいた予測分析内

容に対する検証の結果を示しております。緩傾斜河岸と覆砂による好適な汽水環境により、

底生生物の生息環境の向上については、底生生物の調査結果を右側のグラフにて整理しま

した。横軸は平成２２年から２７年、縦軸は確認種類の数をあらわしております。青いグ
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ラフはリファレンスサイトと呼んでいるＫＰ５．０の箇所で、今回の自然再生を行ってい

ない箇所です。それに対して、赤の濃い色のグラフは整備を行った箇所です。それから、

一番右側のオレンジ色のグラフは、近年、整備した箇所であり環境調査については単年の

みで、今後継続を予定している箇所です。グラフの赤と青を見比べていただければと思い

ますが、整備を行った箇所と整備を行っていない箇所を比べてみると、同程度の種類数で

した。下のグラフは、その箇所で確認された個体数の経年変化を示しております。各年と

も、６月、１０月、１２月でリファレンスサイトと整備を行った箇所を示しておりますが、

グラフの全体的な傾向については、整備を行った箇所のほうがレファレンスサイトよりも

確認された個体数密度は少ない傾向となっております。それから、平成２５年以降につい

ては、平成２３年、２４年に比べて個体数密度が少なくなっています。平成２３年、２４

年の個体密度が多く確認されたものは、主にカワゴガイ、イトメでした。 

 続きまして、２１ページは、底生生物を対象に多様度指数を調べたものです。多様度指

数とはその環境に生息、生育する生物の豊かさを定量的に示す指標でございます。ＫＰ５．

０とＫＰ７．７の河岸整備箇所の比較では、ほぼ同じような状況となっています。もう１

点、前ページの確認個体数の経年変化の中で平成２３年、２４年がほかの年よりも個体数

密度が高いという説明をさせてもらいましたが、その状況をもとに、多様度指数で見ると、

２３年、２４年は低くなっています。これはカワゴガイ、イトメの確認個体数が他の種類

の確認個体数より多く、偏りがあったものと考えています。 

 続きまして、２２ページは、河岸を掘り込み、アンジュレーションをつけ、多様な線形

の回復を図ることにより、流速の遅い箇所など多様な流れが生まれるということで、平成

２５年１０月にＡＤＣＰで川の流れの調査をした結果です。川の横断図を示しており、一

番右に流速の凡例をつけております。流速はオレンジないしは黄色だと、０．３から０．

０ぐらいの範囲です。緑から青は逆流で流速は０．０からマイナス０．２ぐらいの範囲が

記載されています。表層は順流で上流から下流に川の流れがあります。それに対して、川

底のほうは逆流で、塩水が遡上している箇所も確認されております。横断図の黒点線で囲

っているところは汽水整備箇所で、黄色や緑などいろいろな色が混じっています。これは、

水が対流し上流に向かっている状況も見受けられることを確認しております。 

 続きまして、２３ページは、ヨシ等の植物が繁茂することによりカバーを形成し、魚類

の隠れ家としての利用が促進されて魚類等の生息環境が向上するということで、魚類の調

査結果を右側のグラフに示しております。先ほどと同じく、青がレファレンスサイト、赤、

オレンジは整備した箇所です。横軸が平成２２年から２７年、縦軸が種類数となっており、

リファレンスサイトと整備箇所の確認種類数は同程度です。下のグラフは、各年の６月、7

月、１０月に確認された魚類の個体数、魚種を示しています。左の写真は着目種のウグイ、

ヌマガレイなどの稚魚も確認されております。 

 続きまして、２４ページは、鳥類等の生息環境が向上することにより、生態系の最上位

に位置するオジロワシ、オオワシ等の採餌環境が向上するということで、鳥類の調査結果
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を示しております。右側図の水色着色箇所が河岸整備箇所です。図の右側が上流、左側が

下流という流れになっており、平成２３年春の調査では、水鳥であるカモ類や底生生物を

餌とするアオサギ、草地や耕地の鳥であるオオジュリン、ヒバリ等が確認されました。ま

た、カモ類や魚類を餌とするオジロワシも確認されております。 

 続きまして、２５ページは、一般傍聴の方には希少生物の生息情報ということで公表を

差し控えていることをご了承下さい。このページは、猛禽類の生息状況をまとめたもので、 

青丸箇所は汽水域に依存性が高い営巣地、緑丸箇所はパンケ沼、海岸に依存性が高い営巣

地、右側の赤丸箇所は汽水域より上流域に依存性が高い営巣地として確認したものを示し

ております。 

 ２６ページは、オジロワシの営巣状況の経年変化を示しております。汽水域は、●から

●まで●カ所の営巣地が存在しております。例えば●営巣地の●●年マル、●●年バツと

書いてありますが、マルについては繁殖が成功、バツは繁殖が失敗、●●年は横棒ですが、

ペアの確認がなし、●●年には繁殖が成功、●●年はペアの確認なしで、●●年には繁殖

成功ということを表しております。このような状況を踏まえ、右グラフのとおりエリア別

の繁殖成功率を示しております。汽水域とその他の地域を見比べると、汽水域は●●％前

後で、ほかの地域と比べるとばらつきが少なく安定しているものと考えますが、繁殖成功

率は低くなっております。 

 続きまして、２７ページをごらんください。静水域の調査結果として場所は●●●●の

オオヒシクイの生息状況を示しております。グラフは平成●●年、●●年、●●年となっ

ており、オオヒシクイの飛来時期、個体数の状況を示しております。平成●●年は整備中、

●●年、●●年が整備後です。●●年は、整備中の●●年と比較すると多くの個体が飛来

しています。また、飛来する時期は●●年、●●年の整備後の方が早くなってきています。

それから各年度ともに、●●●●よりも●●●の方が個体数が多く確認されております。 

 続きまして、２８ページをごらんください。ＮＰＯ法人の天塩川を清流にする会にも鳥

類調査のご協力をいただいており、そのデータを取りまとめたものです。赤印を地図上の

示しており、丸は平成２１年、四角は平成２２年と調査結果を重ねております。オレンジ

色は整備箇所で、河岸整備箇所においてもカモ類の利用が確認されており、生息環境とし

て機能していると考えております。 

 続きまして、２９ページをごらんください。先ほどお示ししたデータのうち、貝類を食

べるカモ類の生息状況の示しております。貝類を食べると言われている種名は、ホシハジ

ロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、ホオジロガモで、これらの種も確認されてい

ます。 

 続きまして、３０ページは、植生状況です。左側の平成２１年度、２６年度と書いてあ

る図おいて、平成２１年度の緑の中に黒囲いをしている箇所は、汽水環境の再生として整

備した箇所です。平成２１年度のピンク着色箇所の人工裸地は２６年度になくなっていま

す。これは、イワノガリヤス、ヨシ群落であり植生の回復が伺えます。また、イワノガリ
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ヤス、ヨシ群落だったものがエゾオオヤマハコベ、ヨシクサ群落に変わっております。河

岸の植生は魚類の隠れ家となるような植物のカバーの形成が図られている状況を確認して

おります。 

 以上が事務局からのご報告です。 

○委員 主に、今までの経緯を中心に説明いただきましたが、ご質問、ご意見をお受けし

たいと思います。 

○委員 今回から委員に加えていただいた○○と言います。よろしくお願いします。 

 内容の前に、先ほど設立の趣旨の話から、今までに３回行ってきたという話がありまし

たが、私はガンの関係でかかわらせていただいて、今までもオオヒシクイの勉強会等をや

ってきて、その鳥が地域資源にもなるという認識が広がってきたと思います。 

 まず、設立したときの趣旨を見ると、そういう文言が入っていないわけです。それは、

立ち上げた当時と今では状況が少し変わってきたと思います。ただ、資料として添付され

るならば、実際の中身としては、オオヒシクイという鳥がこの地域にとって非常に重要な

ので、趣旨の中に入れられないなら、現状に合う形で、この検討会のテーマとして、ガン

類のオオヒシクイが重要な生き物だと意識した検討会だということをどこかに示しておい

ていただきたいというのがお願いです。 

 それから、先ほど、静水域の面積が大分減ってきたという話がありました。オオヒシク

イの取り組みの中で、●●●●●というものがあります。それは、かつては本川だったも

のがヨシで全部覆われていて、そこをオオヒシクイの生息地として取り戻していこうとい

うことで、ヨシを剥ぎ取って水面を広げてきました。その話はこの中にもありましたが、

水面の全部がヨシで覆われていたものは、静水域の面積の減少した部分と評価されている

のかどうかが一つです。 

 それから、なだらかな移行帯をつくることによって汽水域をふやそうという中で、アン

ジュレーションをつけてという話もありましたが、場所によって、例えば、水鳥、ガンカ

モなんかを見ていると、本川の中でも、もともとよく利用しているところとそうではない

ところがあります。基本的に、流れが緩いところはよく利用します。そのアンジュレーシ

ョンも、ただ機械的にやるのではなくて、ここでやれば効果が上がるというところを選ん

で集中的にやると、より効果が期待できると思います。 

 具体的には、●●●●●の対岸あたりの水の流れが緩やかなところをまとめてつくるよ

うな環境をつくれば、魚類にとっても非常によい場所になると思います。そのように、め

り張りをつけて考えていただくと、よりよくなると思います。 

 以上です。 

○委員 ３点ほどありました。 

 まず、趣旨に鳥の環境を加筆してほしいということですか。 

○委員 ガン類です。オジロワシ、オオワシは書いてありますが、オオヒシクイについて

の記載が何もないので、それを何らかの形で加えていただきたいということです。 
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○委員 設立趣旨の加筆も含めて、事務局としてはどのように考えていますか。 

○事務局 先ほど○○委員もおっしゃっておりましたが、設立趣旨に関しては、当時、旧

川の視点が少し薄かったところもあると思います。 

 お配りしている汽水域環境整備計画の「はじめに」というところで、基本的に設立趣旨

と同じ文章が書かれております。内部で議論させていただきたいのですが、設立趣旨の修

正が難しいとしても、少なくとも、整備計画書の「はじめに」のところは修正を加える形

で提示させていただきたいと思います。 

○委員 整備計画の「はじめに」に書かれているので、総括的に評価できるのではないか

ということですか。 

○事務局 そういう意味ではなくて、設立趣旨と同じ内容のものが「はじめに」に書かれ

ておりますので、ここにガン、カモ類の関係を追記する修正を行っていきたいということ

です。 

○事務局 二つ目の質問は、ヨシなどが生えている静水箇所の面積はどのように算定され

ているのかということだったと思います。これについては、昭和４０年代と現計画策定時

の空撮で比較しており、ヨシが生えているところは陸地として扱っています。水面の有無

という単純な見方で行っています。このため、現地では水面はあるもののヨシ等に覆われ

ている箇所は陸地として算定しております。 

 三つ目のご質問は、今後整備する場合にあたっての箇所選定は、より効率的な箇所にて

行う必要があるというお話だと理解しました。これについては、この後、現状の課題や対

応方針を説明させていただきたいと考えております。その後、対応方針などについてご議

論を頂き、仮に整備が必要となった場合においては、地元の皆さんなどとお話しさせても

らった上で決めさせていただければと考えております。 

○委員 ほかにございませんか。 

○委員 １点、専門外のところですが、教えていただきたいと思います。 

 ２０ページについて、覆砂をしたことによって汽水環境を回復し、底生生物の生息環境

が向上して鳥類等の採餌環境も向上すると書かれております。 

 そこで、表の見方と比較の仕方で疑問に思うのは、ＫＰ５とＫＰ７．７の比較で、種数

に関してはほぼ同等、個体数に関しては逆転している場合も見られると書かれております

が、同じ年度の地点別の比較というよりは、年度ごとの推移を見ていると、平成２２年か

ら２４年にかけては上り調子の傾向です。当然、覆砂が終わってからだと思いますが、そ

のまま高い値を維持しているのではなくて、それから右肩下がりになってずっと減ってき

てしまっています。そうすると、本来の趣旨として、汽水環境を回復することにより生息

環境が向上して、ひいては鳥類等の上位捕食者の採餌環境が向上するというものからする

と、このグラフだけを見ると、時間がたつごとに少なくなっていっているではないかと見

てとれます。ただ、その辺のところが検証結果に書かれていません。 

 もちろん、年度ごとに覆砂をしたところとリファレンスサイトの比較も重要ですが、本
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来趣旨からすると、覆砂をしたことにより、やる前とやった後を比べると、やった後がよ

くなっていて、さらにそれが継続的に維持されているというのがとても大切なことだと思

いますけれども、その辺はいかがお考えでしょうか。 

○事務局 まず、リファレンスサイトとの比較という部分では、整備はしていませんが、

浅場環境として、周辺と比べて比較的いいところで、多様性のあるリファレンスサイトを

目指して、整備した箇所と比較してみようという形の構成にしております。 

 平成２４年から個体数が減っているというのは、私どもも注目しておりまして、整備箇

所だけではなくて、リファレンスサイトの個体数も減っております。両方とも減っている

ことから、むしろ、整備をしたことによる減少というよりは、物理環境的に何かしらのイ

ンパクトがあったのではないかと考えて、洪水や水質、底質の関係の変化なども分析して

いるところですが、このタイミングで大きな変化があったというのは今のところは見つか

っておりません。 

 本日の議題でもこれ以降、近年の環境変化の話をさせていただく予定ですが、次長の挨

拶にもあったとおり、雨量や流量が増えたりという中で、汽水環境自体が変わってきてい

るのではないかという想定をしており、その影響も一つあるのではないかと考えておりま

す。 

 そこで、委員のお願いの時に内水面水産試験場に伺った際にこの辺のお話をご相談しま

したところ、ゴカイ類については、１種類だけが爆発的に増えるなど、限定された種にだ

けいい環境なだけで、多様性自体は余りなくても増えるような状況もあり得るので、多様

度指数を精査してはどうかとのご助言をいただき整理したのが２１ページのグラフです。

これからいきますと、逆に、ゴカイ類が多い状態で飛び出ているところは、むしろ多様度

指数としては減っているような傾向もあります。今、整理したばかりの状態でデータとし

て示しておりますが、これらも踏まえて、今後、経年的な推移についても分析していかな

ければならないと考えております。 

 現段階としては、単純に環境が悪くなって減少したというわけではないというところま

での分析しかできていない状況です。 

○委員 私も、自然環境要因も含めて、いろいろな要因が効いてきていると思います。で

すから、これだけを見て誤解されないように、そういう情報を盛り込むことも大切です。 

 それから、今のお話を聞いていて生まれた疑問は、例えば、個体数が減ってきたことに

当たって、例えば、平成２２年度と２７年度を比較して、大水が出て流されてしまうとか、

汽水の動きが変わったことにより、覆砂をしたものがそこにとどまっているのかどうかと

いうことです。要するに、環境の変化によって覆砂した状況が変わっていないのか、その

ままなのか、この資料だけからは見えていません。もし、変わった可能性があるなら、そ

ういうことも説明の中に加えたほうがいいのではないかということです。 

○事務局 モニタリングの結果については、第２回目以降の委員会でも詳細にご報告させ

ていただこうと考えております。覆砂が流出してしまっているかどうかについては、川の
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流れが緩やかだからといって整備したままになっているわけではありませんが、ある程度、

流出されるもの、あるいは、むしろ細かい粒子を堆積してしまっているなど、ある程度の

経年的な変化はあります。ただ、覆砂した分について、全部が流出してしまって泥の状態

になっている状況ではなくて、砂質分は底質に残っている状態ではあります。 

○委員 解析手法を新たに加えて、多様度指数等を入れて解析手法を検討していくという

ことですね。 

○事務局 内水面水産試験場にご相談しながら整理していきたいと考えております。 

○委員 ほかにございますか。 

○委員 ○○の○○です。 

 事前に事務局から説明をいただいたときに、多様度指数を提案したのはこちらです。 

 それで、２０ページの右下の図で、平成２３、平成２４年でカワゴガイが非常にふえて

います。それで心配したのは、ここで多様度を見たほうがいいのではないかということに

なり、今回、多様度指数を示していただきました。 

 これを見てみると、ゴカイがふえている平成２３年、２４年で多様度指数が下がってい

るということです。ですから、補足しますが、平成２３、２４年の個体数が多いことは環

境がいいということをあらわすことではないのではないかということを多様度指数で示し

ていただいたら何か見えてくるのではないかという提案でした。 

○委員 ほかにありますか。 

○委員 １９ページのモニタリングの計画のところです。 

 一番多くは汽水の問題もありますが、物理的、生物的ではなくて、状況をわかりやすく

するためには、化学的な水質も必要であると思います。そういうものを今後どのように入

れていかれるかということです。ゴカイがいる、いないということも、最終的にはその水

がどこから来たかということと絡むわけです。それから、流量の変化などをこういう表に

入れていただくと、わかりやすいと思います。今後やっていくもののヒントになるような

ものを思い切って入れていただきたいという気がしました。 

○委員 ケミカル的な要素を入れたほうがいいというお話でした。 

○事務局 単発では過去にも水質の調査をやっている経緯がありますが、今後は、計画的

な形での水質のモニタリングを整備計画の見直しに反映させていきたいと考えております。 

○委員 質問があろうかと思いますが、時間も押していますので、一旦、ここで切ります。 

 最後に、もう一度、質疑の時間がありますので、前へ進めたいと思います。 

 続きまして、２）から４）まで、一括して事務局から説明をお願いします。 

○事務局 資料２の３１ページから説明させていただきます。 

 近年の環境の変化について、モニタリング調査から見えてきた傾向を示しております。 

 近年の気候変動の状況ですが、一つ目に降水量の増加として、集中豪雨の発生日数が増

加しております。それに伴い、天塩川下流域の流量が増加しており、好適な汽水域の塩分

が低下しているのではないかということです。近年の気候変動に伴い、好適な汽水域の質
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が低下しているのではないかということを考えております。 

 続きまして、３２ページをごらんください。中川町、音威子府村における気象庁のアメ

ダスデータを用いてグラフを作成しております。横軸が昭和５３年から平成２７年、縦軸

が発生日数で、これは、１時間当たり５０ミリ以上降った場合の発生日数をあらわしてお

ります。中川町については、昭和５３年から６３年で、年平均０．７回の集中豪雨が発生

していたものが、平成２１年から２７年と比べると平均で１．７日と増えております。そ

れから、音威子府村についても同様のデータ整理をした結果、昭和５３年から６３年にお

いては、平均１．０日だったものが、平成２１年から２７年では平均２．４日ということ

で、両方とも約２．４倍になり、流域に降っている雨の量がふえているのではないかと考

えております。 

 続きまして、３３ページをごらんください。３３ページは、円山流量観測所で川の水が

流れている量を観測しており、その状況をグラフで示しております。横軸が昭和５５年か

ら平成２８年までのデータで、青の線が豊水流量、赤の線が平水流量、緑が低水流量、紫

が渇水流量でございます。事業着手前の昭和５５年から平成２０年のデータを見ると、ば

らつきはあるものの、概ね横ばいですが、２１年以降を見ると、どうも流量が増えている

のではないかと考えております。円山流量観測所の設置箇所は河口から２９キロ付近で、

ここは塩水遡上の影響がない区間のデータを示しております。 

 そのような状況の中で、３４ページをごらんください。降水量が多くなり、河川流量も

増えている状況の中で、左下のグラフはＫＰ１１．８付近、天塩川とサロベツ川の合流点

の少し上流のところで塩分観測を行っているデータを示しております。横軸が平成１７年

から２８年、縦軸は好適な汽水域の日数割合ということで、塩分が５ＰＳＵから２２ＰＳ

Ｕの日数割合を示しております。グラフの折れ線は、赤がエレベーションで－０．８から

紫までの－４．８で、全部で７層の塩分濃度を観測しているところです。その日数割合を

左下のグラフで示しておりますが、これを平均化したものが右上のグラフになっておりま

す。そうしたところ、平成１７年と２８年を見比べると右肩下がりになっており、塩分が

希釈されて下がってきているのではないかと考えております。右下のグラフは、上の折れ

線グラフを棒グラフで示しましたが、事業着手前の平成１７年から２０年の好適日数割合

の平均１７．２％に対して、事業着手後の平成２１年から２８年の好適日数割合について

は１０．２％ということで、日数割合が低下している状況を示しております。 

 続きまして、３５ページは、先ほど底生生物の個体数密度をグラフにて説明させて頂き

ましたが、自然再生では手をつけていない箇所、リファレンスサイトのＫＰ５．０の個体

密度数を示しております。平成２２年、２３年、２４年より２５年以降の数が減ってきて

いるのは、こういう影響もあるのかもしれないと考えております。これについては、さら

に詳細なデータ整理を行わなければいけないと考えております。 

 続きまして、３６ページをごらんください。昭和４０年代の状況、浚渫後の変化その①、

浚渫後の変化その②につきましては、先ほど説明させていただきましたので、割愛させて
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いただきます。今回、整備計画に基づいて整備した状況を右側の上のイメージ図で示して

おります。川に接するところを残しながら堤内地側の平地を掘削し、汽水域の回復となる

よう整備することにより黄色い点線の幅が広くなる、面積を増やすことを現在の整備で行

っております。しかし、右下の図のとおり、降水量の増加に伴い河川流量が増えて汽水域

が低下しているのではないかと考えています。淡水域の幅が厚くなることにより、黄色い

点線の汽水域の河岸と接する部分が減っているのでないかと想定しております。    

続きまして、３７ページをごらんください。右側は、シミュレーションの条件を示した

もので、河川流量の変化により塩淡境界面の変化を予測する条件を示したものです。右下

の表１の事業着手前後の流量変化については、事業着手前の平成１１年から２０年と事業

着手後の平成２１年から２８年の渇水、低水、平水、豊水流量の最小値を着手前、着手後

で見比べていただくと、全てで増えている状況であり、平均においても事業着手後の方が

増えている状況です。 

 次に、３８ページは、こういう状況を踏まえて、幾つか条件を変えてシミュレーション

を行った結果を示しています。塩淡境界面が約０．２メートル低下している結果のシミュ

レーションの条件は、平成１１年から２０年の平水流量の最小値を用い、平成２１年から

２８年の平水流量の最小値を用いたものです。塩淡境界面が０．８メートル低下している

結果は、事業着手前、着手後において平水流量の平均値を用いたものです。事業着手前の

平成２１年３月に作成された計画書では、汽水域の河川環境の捉え方に関する手引書に基

づいて行っており、その内容は平水流量の最小値で予測を行っています。事業着手後は、

流量増加により塩淡境界面が低下することが課題であることを考慮すると、これまでの流

量増加の状況を踏まえ、平水流量の平均値で検討した方が良いと考えております。事業着

手前については平水流量の最小値、事業着手後は平水流量の平均値を用い予測を行ったと

ころ、塩淡境界面は約１メートル低下することが結果として得られました。 

 続きまして、３９ページは、これまで整備している好適な汽水域の面積については２８

ヘクタールを整備すると考えておりましたが、仮に塩淡境界面が１メートル低下してしま

うとどれぐらい面積が減るのかを示した資料です。塩淡境界面が低下しておりますので、

その面積がどれだけ減少したのかをあらわしているグラフが右側ですが、もともと２８だ

ったものが１７となり、約４割が減少すると試算しております。 

 続きまして、４０ページの左側については、これまで説明させてもらったものをまとめ

たものなので、割愛させていただいて、右上のグラフをごらんください。事業着手前の昭

和４０年代には好適な汽水環境の面積は２８ヘクタールありましたが、現整備計画時は１

０ヘクタールに減っていたので、１８ヘクタールを整備目標としております。これが、河

川流量の増加に伴う塩淡境界面の低下により４割減少して、１７ヘクタールとなり１１ヘ

クタールの追加整備が必要なのではないかということを示しております。 

 続いて、４１ページは、シミュレーションに用いた条件の補足説明です。先ほど、平水

流量の平均値や最低値というお話をさせていただいて、非常にわかりにくいと思っており、
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この資料で整理しております。１４７m3/sというラインのところに赤丸を示しております。

これは、昭和５５年から平成２８年までですので、標本が３７年間あるわけですが、その

うち、おおむね１４７m3/s と考えた場合においては、発生確率は１０年に１回程度で発生

する割合ではないかと考えております。逆にいうと１０年間のうち９年間は、ほぼこの流

量を用いた整備をすることによって、好適な汽水域の面積を確保できるだろうというもの

をシミュレーションの条件として用いたところです。 

 以上が事務局からの説明でございます。 

○委員 ありがとうございました。 

 今、２番から４番まで、一括して説明いただきました。 

 ご質問、ご意見をお受けしたいと思います。 

○委員 平成３０年度以降に追加整備を目指すことになっておりますが、平成２１年３月

に作成した整備計画書に追記していく形になるのですか。 

○事務局 今回説明した流量増加に伴ってという中で、面積的には２８ヘクタールで変わ

らないのですが、内容的には、今後、１１ヘクタール追加していけるように整備計画書の

修正をしたいと考えております。 

○委員 ほかにございませんか。 

○委員 ４１ページの最後の図ですが、天塩川だけではなく、ほかの河川はどんな感じで

すか。それから、１０年に１回ということになっておりますが、昭和５５年からのデータ

ということです。これを短くすると、もっと大きな確率になるので、その辺の扱い方をど

うされていくのか、お聞きしたいと思います。 

○事務局 他河川のデータは整理中ですが、天塩川の流量増加は他河川と比べ大きいもの

と考えています。数値で言うと、平成２０年以前と以後で比べると１．４倍になっており

ます。他河川は整理中ですが１．２倍前後くらいと考えています。 

○事務局 １０分の１についてですが、昭和５５年からというのは、円山観測所で流量が

観測されてから３７年間で３回ぐらいに相当するという意味で１０分の１と表現している

だけです。基本的に、私どもがここで言いたいのは、現計画は過去１０年間の最少の平水

流量で計画したものなので、今後、見直すに当たっては、これからの流量増加の可能性も

考慮して、平均した１０年間の数字、１４７トンで計画を立てたいということです。さら

に、１４７トンというのは、過去のデータがある中で考えると、１０年に１度ぐらいに来

る平水流量に相当するので、今後の流量増加の関係にも、ある程度、対応できる流量だろ

うと判断しているところです。 

○委員 ほかによろしいでしょうか。 

○委員 今回、下流域の汽水域ということで、ＫＰ１４が上流となっていますが、下流側

にサロベツ川と接続されるところがあります。あわせて、天塩川整備計画の中では、パン

ケ沼の良好な汽水環境の保全をうたっておりますので、今回、下流の汽水環境の整備に当

たって、その辺も一つ網羅していただけないかということです。 
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○委員 サロベツ川についてもというお話ですが、いかがですか。 

○事務局 天塩川下流環境整備計画というのは、我々が環境整備事業をやっている区間を

対象区間としています。直接的にパンケ沼にかかわる形ということでいけば、掘削した砂

を有効利用するという形でパンケ沼の覆砂の支援をしていきたいということで、パンケ沼

への間接的な支援はあっても、この事業の中で直接的にというのは厳しいと考えておりま

す。ただ、砂を持っていくということは、ある意味、直接的かもしれません。 

○委員 この検討会は、ＫＰ１４．０までの本川についての検討を行うのが立場だとこの

場で整理させていただきたいと思います。 

○委員 ＫＰ１４．０については、接続部分も含んでいるということなので、汽水環境の

保全など、本川として対応できるようなものがないのかなと思います。直接、サロベツ川、

パンケ沼をどうするということではなくて、本川側として、例えば、塩水の遡上環境をも

っと促進させるなどの取り組みも一つ必要ではないのかなと思いました。 

○委員 サロベツ川の本川への影響も含めてという観点からのお話と理解してよろしいで

すか。 

○委員 サロベツ川は、本川と接続になっているわけです。そうなると、本川側として、

サロベツに塩水の遡上等が促進できるような対策はないのかなということです。サロベツ

やパンケ沼を直接どうすれということではありません。 

○事務局 そういう話であれば、私どもが基本的に想定しているのは、天塩川自体の浅場

環境の整備という形の中で、天塩川の高水敷のところを浅場環境として掘削することによ

り、淡水域にかかわる川幅が広がること自体が、塩水の遡上の促進とまではいかなくても、

川幅が狭いよりは広い方が塩水が遡上しやすい状況となりますので、そういう意味では、

浅場環境の創出そのものがサロベツ川にとっても塩水の遡上にメリットになるのではない

かと考えております。 

○委員 ほかにはよろしいですか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○委員 それでは、１）から４）までを通して何かありますか。 

○委員 今、塩淡境界面が低下してという話がありました。これは、雨量もだけれども、

雨の降り方のパターンが大分変わってきたことが背景にあると思いますが、ここだけの問

題ではなくて、気候変動の中で、今までと違うパターンがどんどん起きているわけです。

具体的にどうしたらいいのかはわかりませんが、今後の予測をしたほうがいいと思います。

今に合わせて計画をつくって、違う状況が起きると、また繰り返しになるので、未来予測

をした上で計画を立てて実践していくと、今後の状況に合うことになると思います。要す

るに、今までとは違う気候変化が今起きようとしていることを前提に考えて、それに基づ

いて計画をつくっていかないと、また同じことの繰り返しになるのではないかという気が

します。なかなか難しいと思いますが、そういう要素を含めて考えていくものが必要だと

思います。 
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 鳥のほうを見ると、そういうものがはっきり出ていて、例えば、２７ページのオオヒシ

クイの渡来時期ですが、平成●●年、●●年、●●年で、●●年と●●年は早くなってい

ますという説明がありました。これは、気温で見ると、平均気温が５度ぐらいのときに来

ています。要するに、気温が高くなって、それにあわせて生き物が早く来ているというこ

とです。だから、早く来たという言い方もあるけれども、ある気温になったら来るという

ことです。いろいろなところでそういう変化が起きているので、そこをもっと意識して考

えていくことが必要だと思います。 

○委員 もっと将来を見据えた計画をというご意見ですが、どこかで線を引かなければな

りません。事務局として考え方があればお願いします。 

○事務局 先ほど、○○委員からの質問に対する答えと同じになってしまうかもしれませ

んが、これまで、平成２０年度に決めた流量が、過去１０年間で最低の平水流量をとって

おります。具体的に申しますと、３８ページですが、グラフが三つあるうちの左上のグラ

フです。平成１１年から２０年の最小値８６トンという流量を使って、それに見合った塩

淡境界での浅場環境の整備面積を整理しております。 

 そして、現在の平成２１年から２８年の最小値は１０４トンになります。先ほど、○○

委員のご指摘があったとおり、今後の降雨や流量の増加傾向について、将来的な状況はつ

かめませんが、将来を見越してという部分でいけば、今度はそれを平均値という形にする

ことにより、過去でいけば１０１トンだったものを１４７トンにして、この１４７トンを

使って整備面積を整理したのが今回の提案です。ですから、先ほど座長がおっしゃったと

おり、どこかで線を引かなければなりません。例えば、豊水流量になると、塩水くさびの

動きからいって現実的ではない話になってきてしまいますので、基本的に、平水流量の中

で、今まで小さいものをとっていましたが、将来のことを考えて平均的なものをとったと

いうのが事務局としての提案になります。 

○委員 ほかにございますか。 

○委員 先ほど、ケミカルなことを言いましたが、３６ページを見ていただけますか。 

 流量の変動などもありますが、例えば、右側の上の図にあるような環境を想定されてお

られるということでした。こういう環境になりますと、水質の状況は非常にはっきりわか

ります。塩水については電気伝導でわかります。こういう地域は周りの影響が強いなど、

川の水が上だけ入ってしまうとか、そういうことが水質でわかります。それが豊かな環境

をつくることと非常に絡みますので、そういう化学的なところにも重点を置いていただき

たいと思っております。 

○委員 もう少し水質環境をつかみながら事業を進めてくれということですね。 

○委員 平水流量を使うと、変動は大きくなりますよね。そういう意味です。 

○委員 ほかにありませんか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○委員 なければ、近年の環境変化を踏まえて、以前立てていた計画を若干手直しして、
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１１ヘクタールを追加するような形で今後検討していかなければならないという説明が事

務局からあったと思いますが、この件について、検討会として承認という形でよろしいで

しょうか。 

（「異議なし」と発言する者あり） 

○委員 それでは、１番から４番まで終了しましたので、これで座長の役割を終えて、マ

イクを事務局にお返しいたします。 

○事務局 ○○座長どうもありがとうございました。 

 また、今回の環境変化を踏まえた対応方針について、次回以降、お配りしている整備計

画の見直しの案を具体的にお示ししていく形になろうかと思います。その考え方あるいは

対応方針をご承認いただき、どうもありがとうございました。 

 

  ５．今後の進め方について 

○事務局 最後に、５番目の今後の進め方について、事務局から説明したいと思います。 

○事務局 資料２の最後のページをごらんください。今後の進め方ですが、検討会のスケ

ジュールについては、平成２８年度は本日の３月２日に第４回、２９年度は２回程度開催

させていただきたいと考えております。その議論の結果により、３０年度以降に追加整備

の必要があればその対応と考えております。スクリーンをごらんください。第５回、第６

回の検討会ではどのようなことをお示しするかということですが、モニタリングの調査結

果の報告や汽水環境整備計画の見直し案などについてもご審議いただければと思います。

それから、汽水環境の整備を行った箇所について、皆さんに現地を見ていただければとも

考えております。 

 次に、汽水環境整備計画案のどのようなところを見直すのかということについて、今、

作業しているところです。これは、対比表で、左側が新しいもので、赤字で示しておりま

す。「はじめに」のところですが、先ほど○○委員からお話があったところを踏まえなが

ら、気候の変動なども書き加えつつ、追加していければと考えております。それから、現

状でいろいろなデータが載っておりますが、データの更新なんかを必要に応じてやってい

くとか、潮位や円山観測所の流量などについても追加することを考えております。また、

○○委員からお話があった水質の状況についてのデータの更新、今回お示ししたシミュレ

ーション等についても追加することを考えています。現計画の問題点の認識という項目な

どもありますが、これについても同様な修正を行いたいと考えております。原因の想定で

すが、今までは、人為的インパクトのみで記載されていたところがありますが、気象の変

化などを追加していきたいと考えております。事業の実施内容についても、同じように項

目を変えていくことを考えております。それから、生態系の質的な視点などについても、

書き加えられるところは、これまでの実績等も含めて書き加えていければとも考えており

ます。モニタリング計画は、先ほど○○委員からも、化学的な環境の要因や水質も含めて

というお話がありました。また、事前にお話しさせてもらったときには食物連鎖の関係が



 - 20 -

しっかり把握できるような魚類や鳥類の調査なども必要ではないかということでした。こ

れらを踏まえた調査内容、計画の見直しをしていければと考えております。地域と他機関

との連携についても、現状で取り組んでいるところを更新していきたいと考えております。

また、他河川で実施している事例も参考にしながら、今回の見直しに取り組んでいきたい

と考えております。 

 以上でございます。 

○事務局 以上で議題が終了ですが、今後の進め方について、何かご質問等はございます

か。 

（「なし」と発言する者あり） 

 

  ６．閉  会 

○事務局 これをもちまして、第４回天塩川下流汽水環境検討会を閉会いたします。 

 長い時間、どうもありがとうございました。 

                                  以  上   


