
第５回天塩川下流汽水環境検討会

議 事 録

日 時：平成２９年６月９日（金）午後３時開会

場 所：天 塩 町 林 業 研 修 セ ン タ ー
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１．開 会

○事務局 それでは、定刻となりましたので、これより、第５回天塩川下流汽水環境検討

会を開催いたします。

私は、事務局を務めております留萌開発建設部治水課長の大山と申します。よろしくお

願いいたします。

議事に入るまでの進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

このたびの検討会の開催に当たりまして、記者発表の際にもお知らせしておりますけれ

ども、カメラ撮りは冒頭の挨拶までとさせていただきますので、どうぞよろしくお願いい

たします。

また、会場にお越しの皆様におかれましては、円滑な議事の進行のため、携帯電話は、

電源を切るか、マナーモードへの設定をお願いいたします。

２．挨 拶

○事務局 それでは、開催に当たりまして、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 ご紹介いただきました留萌開発建設部の次長をしております田村と申します。

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まして、ありがとう

ございます。また、先ほどの現地視察、ご苦労さまでした。

前回の第４回検討会は、今年の３月に開催させていただき、その際に、現天塩川下流汽

水環境整備計画に基づきます整備の進捗状況、近年の天塩川下流環境の変化、それに対応

する対策の方向性についていろいろとご議論いただいたところでございます。現地視察が

実際に行われまして、その理解が深まっていればと思うところでございます。

さて、今回の第５回検討会につきましては、先ほど言いましたように、今回、現地視察

をしていただいた中でおさらいをさせていただき、これまでの整備の状況やその効果を振

り返らせていただきます。

本題としては、追加整備を踏まえた、天塩川下流汽水環境整備計画（案）を事務局より

ご報告させていただき、その内容について、委員の皆様方のご意見、ご指導等をいただけ

ればと思っております。

我々としても、いただいたご意見に基づきながら、引き続き好適な汽水環境、静水環境

の再生に努めてまいり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。

○事務局 それでは、今回、ご異動により、新たに着任された委員がいらっしゃいますの

で、ご紹介いたします。

資料の検討会議事次第の３ページ目に委員の出席者名簿をつけておりますけれども、こ

のたびの異動で、天塩町役場の商工観光課の長瀬委員にかわりまして、上田委員が着任さ
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れております。

○委員 ４月に商工観光課長に配属になりました上田です。どうぞよろしくお願いいたし

ます。

○事務局 今回、所用があってご欠席になっておりますが、同じく異動で、幌延町役場の

産業振興課の桜井委員にかわりまして、山本委員が新たに委員になられていることをお知

らせいたします。

また、今回、日本雁を保護する会会長の呉地委員と猛禽類医学研究所代表の齊藤委員に

おかれましては、所用のため、ご欠席となっておりますので、あわせてご連絡いたします。

続きまして、資料の確認をさせていただきます。

最初に、１ページ目に議事次第と書かれた座席表や名簿が載っているＡ４判の資料、次

に、資料１と書かれたＡ３判で配付しておりますカラー刷りの資料、次に、天塩川下流汽

水環境整備計画（案）と書かれた資料、次に、参考として、現汽水環境整備計画、２１年

３月版、以上が資料として配付されていると思いますが、足りない方はいらっしゃいませ

んか。

それでは、先に進めさせていただきます。

本会議は、先ほどご紹介したとおり、９名の委員に出席いただいております。

本会議の設置要領第６条第２項によりまして、委員の２分の１以上の出席がありますこ

とから、この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。

それでは、これから議事に入りますが、以降の進行については岡田座長にお願いしたい

と思います。よろしくお願いいたします。

３．議 題

○委員 ○○の○○と申します。

前回に引き続きまして、今回も司会進行を務めさせていただきますので、ご協力のほど

をよろしくお願いいたします。

議事次第３の議題１）から４）までが本日の協議事項になります。

進め方ですが、１）から３）までを一括して事務局から説明していただいて、３）が終

了した時点で質疑の時間を設けたいと思っております。それが終了した後、４）天塩川下

流汽水環境整備計画（案）について、別立てで質疑をする形で進めさせていただきたいと

思っております。

それでは、１）から３）まで、事務局から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。

皆様のお手元に、Ａ３判横のカラー版で資料１と右肩に記載している資料で説明させて

いただきます。また、同じ資料をスクリーンにも映しておりますので、両方で確認しなが

ら説明させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、資料１の表紙をめくって、目次でございます。
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１）から３）について説明させていただきます。

１）につきましては、最初に、前回の天塩川下流汽水環境検討会の概要として、整備背

景・進捗、近年の環境変化を踏まえた課題、近年の環境変化を踏まえた対応方針を前回の

おさらいということで説明させていただいた後に、２）として、これまでの整備状況と追

加整備の概要を説明させていただきます。この内容につきましては、これまでの整備状況、

流量増加による塩淡境界面の低下、好適汽水環境の追加整備のイメージをご説明致します。

それから、３）は、現時点における汽水環境整備の効果として、事業実施効果の検証概要、

現時点における効果、課題と対応方針という順番で説明させていただきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

資料の４ページをごらんください。

前回と同様ですが、整備の背景につきましては、平成２１年３月に策定した天塩川下流

汽水環境整備計画に基づいて、緩傾斜で底質が砂質の好適な汽水域の環境や流速の緩やか

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を目標に整備を実施ということで、本日、皆様に見ていただきま

した箇所の整備をこれまでしてきたところでございます。浜里地区についてはまだ工事中

とご説明させていただきましたが、平成２９年度中に工事を完了する予定でございまして、

計画策定時における汽水環境、静水環境再生目標面積に対する工事は２９年度で完了を予

定しているところでございます。その後、５年間で物理環境や生物生息状況についての継

続的なモニタリング調査を実施していく予定でございます。現計画の目標ですが、汽水環

境については再生目標面積を１８ヘクタール、静水環境につきまして再生可能な面積は２

３ヘクタールを目標とすると記載されております。

５ページでございます。

近年の環境変化を踏まえた課題ということで、好適な塩分日数の変化を表しております。

ヤマトシジミを主体とする汽水性の底生生物の生息条件として重要となる、好適な汽水域

の日数割合を整理したものです。左下のグラフをごらんください。前回も説明させていた

だいたグラフですが、天塩川のＫＰ１１．８、サロベツ川合流点の上流のところで塩分を

層別に測っております。層別は、図２のグラフの右側に凡例をつけておりますとおり、上

から、標高でマイナス０．８が赤、マイナス１．２がピンクという形で、全部で７層を測

っており、層別の塩分の状況、好適な汽水域の日数割合の変化の状況を、グラフの横軸が

平成１７年から２８年で表しております。右上にグラフをつけておりますが、これは、各

層を一つにまとめて平均化したものでございます。平成１７年と２８年を見比べていただ

ければ、近年は右肩下がりのグラフであることが見受けられる状況です。近年は、好適な

汽水域となる塩分日数が経年で減少していることが伺えます。

６ページをごらんください。

好適な汽水環境の面積の変化を表したものです。近年の河川流量の増加による影響を塩

水遡上シミュレーションにより推定した結果、流量増加により塩淡境界面がどうも低下し
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ている、それに伴い好適な汽水環境の面積が減少していることが予測されたところでござ

います。それが左下、右下側の図でございます。天塩川の円山流量観測所で水の流れてい

る量を測っており、グラフの横軸が平成１１年から平成２８年、縦軸が円山流量観測所の

河川流量です。グラフにつきましては、青色が豊水、赤色が平水、緑色が低水、紫色が渇

水としてそれぞれの流量の状況を表しております。平成２０年以前と２１年以降について、

それぞれのグラフの色を見ながら確認していくと、２１年以降は河川流量が増えているの

ではないかと考えております。それで、右上の表１ですが、事業着手前後の流量変化状況

ということで、平成１１年から２０年と平成２１年から２８年の渇水、平水、低水、豊水

の最小及び平均の流量を表しております。それぞれ全てにおいて、平成２１年から２８年

は流量が増えている状況を確認しております。左下の縦断図は横軸が川の距離、縦軸は標

高を示しております。流量増加を踏まえシミュレーションをした結果では、塩淡境界面が

１メートルほどＫＰ１６地点で低下し、好適な汽水面積が減少していることを確認してお

ります。その減少している量はどれぐらいかと申し上げますと、目標の約４割が減少した

と考えております。

７ページをごらんください。

好適な汽水環境の変遷のイメージをつけさせていただいております。左上の絵が昭和４

０年代の状況で、治水事業を行う前の状況をお示ししております。左側の中段の絵ですが、

上の絵と黄色い点線の部分を見比べていただければと思います。浚渫後の変化その１とい

うことで、過去に浚渫を行っております。そうしたところ、一番下の濃い青のラインが上

のほうに上がっており、浚渫したことによって塩水が上がりやすくなりました。また、そ

れに伴いまして、汽水域の幅が狭くなってしまったということを表しております。その後、

さらに河岸を掘削して河道の断面を広げたこともあり黄色い点線の長さが短くなっており

ます。このような状況を受け平成２０年度に現計画が策定され、右上の絵に移りますが黄

色い点線の汽水・静水環境を復活させるということで、陸地だったところを掘削し、汽水・

静水域の面積を確保しているところでございます。これまで、このような形で整備を進め

てきたわけですが、これまでのモニタリング結果により、河川流量増加により好適な汽水

環境の面積が減少しているのではないかと考えております。上の絵と見比べていただける

と、黄色い点線の長さが減少しております。これは、一番上の薄い水色を見比べていただ

ければと思いますが、流量が増えることによって淡水域の上下の幅が広くなり、汽水域が

下がってしまっているという状況が想定されます。このような状況になりますと、右下に

生態系ピラミッドをつけておりますが、これが当初の計画のとおりになっていないのでは

ないかと考えております。

８ページをごらんください。

昭和４０年の事業着手前は２８ヘクタールの好適な汽水環境の面積があったわけですが、

平成１８年に評価した時点では１０ヘクタールに減っているということで、１８ヘクター

ルを目標としてこれまで整備してきたところでございます。現在、２８ヘクタールを整備
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したと考えておりましたが、モニタリング等により確認された状況を踏まえると約６割ま

で減少してしまったということで、１１ヘクタールが不足しており減少した１１ヘクター

ルを今後追加整備する必要があると考えております。

９ページからは、これまでの整備状況と追加整備の検討概要についてご説明させていた

だきます。

１０ページをごらんください。

これまでの整備状況ということで、左側の平面図をご確認ください。上流から振老地区、

北川口地区、浜里地区の３地区をこれまで整備しております。それぞれ、地区名の下に数

値を記載しております。この数値を合計すると、当初目標の１８ヘクタールを達成すると

いうことで整備を行ってきたところでございます。右側の図につきましては、上が整備前

の断面ということで、整備する前の地形、川の水位、塩淡境界面を示しております。計画

策定後は、下の絵に移らせていただきますが、左岸の河岸に太く赤で示しているところを

整備することで、汽水の面積を確保することとしていました。

１１ページをごらんください。

上の断面につきましては、先ほどの下の絵と全く同じであり、それが下の絵になると、

河川流量が増加したことにより、上の絵の赤い太いラインを見比べていただければと思い

ますが、塩淡境界面が下がることによって面積が減少していることを表しております。こ

の面積を合計すると、約４割が減少していることを確認しております。

１２ページをごらんください。

これは追加整備のイメージです。横断図につきましては、北川口地区のＫＰ８．０とい

うところを示しており左側の平面図の赤の内側にオレンジ色の印をつけさせていただいて

いるところがございます。仮にこの場所で１１ヘクタールを確保しようという場合におい

ては、このような状況になることをご説明させていただく資料でございます。一番上の右

側の横断図は、現計画で整備したものです。それに対して、真ん中の横断図は、河川流量

の増加によって汽水の面積が約４割減ってしまっている状況でございます。それを１１ヘ

クタール確保することを考えると、一番下の赤囲みの横断図になります。赤い太い線で斜

めに入っているラインがあると思いますが、このような形で掘削をすれば、１１ヘクター

ルを確保することができるということを示しております。北川口地区をお示しした理由と

しては、アクセスや施工性がよいとか、掘削する土量が少なくて済み、また、工期が短縮

できることにより、効果の発現が早くできるのではないかということを考えております。

１３ページをごらんください。

検討中であり、イメージですが、本日、見ていただいた北川口地区の垂直写真を示して

おります。天塩川という文字があると思いますが、右側が上流、左側が下流になっており

ます。それから、整備を行った箇所が確認できると思います。薄く茶色の網場が写ってお

りまして、今回、１１ヘクタールを追加整備するのに当たっては、赤いところが追加整備

の対象になることを示しております。
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１４ページをごらんください。

ここからは、現時点における汽水環境整備の効果をご説明します。

１５ページは、事業実施効果検証の概要です。現計画にも示されているものですが、物

理環境として、モニタリング項目につきましては、緩傾斜化河岸の形状の把握、覆砂箇所

の底質の把握、好適な汽水域の把握となっております。それから、生物環境につきまして

は、魚類の生息状況、鳥類の生息状況、底生生物の生息状況、植物の生息状況の把握がモ

ニタリング項目となっているところでございます。今回、これを検証しておりますが、そ

れが一番右側の検証結果として赤囲みで示しているところです。これにつきましては、こ

のページ以降においてモニタリング項目毎に整理した資料を付けております。

１６ページをごらんください。

現時点における効果ということで、覆砂箇所における底質の改善につきましては、底質

に砂分が含まれる環境の目標値、Ｄ５０が０．０７５ミリメートル以上となっておりまし

て、これはほぼ満たされている状態になっております。評価としては、底生生物が好む環

境に底質が改善されていると考えております。

１７ページをごらんください。

右上に調査箇所の絵をつけております。Ａ－２とＡ－１が自然河床、Ａ－３とＡ－４が

覆砂箇所での底質調査を行っているところです。その結果を示しているのが下のグラフに

なっております。左の上と下がＡ－３とＡ－４で覆砂箇所、右側の上と下が自然河床とい

うことでＡ－１、Ａ－２箇所を示しております。右側の凡例をごらんください。砂分につ

きましては、０．０７５ミリメートル以上ということで、色の凡例につきましては赤から

オレンジ、もしくは緑に変わっていく色が該当になることを示しております。左側のグラ

フと右側のグラフを見比べていただきますと、左側は、おおむね５０％の粒径ラインをそ

れぞれのグラフが上回っております。かつ、自然河床と見比べても、覆砂箇所のほうが自

然河床よりも上回っておりますので、底質は改善されている状況だと評価しております。

１８ページでございます。

魚類の生息状況ということで、事業実施効果の指標については、魚類の種数や着目種に

ついてはウグイ、ヌマガレイとなっております。これにつきましては、ＫＰ７．７の北川

口地区の掘削箇所とＫＰ５．０のリファレンスサイト、これは整備を行っていない自然の

箇所との比較で評価しております。結果は、右上のグラフですが、青がリファレンスサイ

トのＫＰ５．０、赤色がＫＰ７．７の事業を実施した箇所ですが、各々の年度において、

リファレンスサイトと事業実施箇所では確認種類数の大きな違いは見られませんでした。

それから、確認されている種類の個体数につきましては下のグラフにも示しているところ

で、指標となる着目種の魚類の個体数で比較しても大きな差は見られないとなっておりま

す。かつ、左側の写真でも示しておりますが、それぞれ指標となるウグイの稚魚、ヌマガ

レイの稚魚も整備箇所において確認されております。

１９ページでございます。
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こちらは、鳥類の生息状況になります。事業の実施効果の指標ですが、鳥類の種数、着

目種につきましてはオジロワシとなっております。右側の平面図の青色で塗っている箇所

は、事業実施により汽水環境を創出した箇所です。この箇所において、多数の水鳥等が確

認されております。それから、写真で示しておりますとおり試行としてとまり木をつくっ

たところ、オジロワシが利用していることを確認しております。これにより、水鳥の生息

場や生態系上位種であるオジロワシの採餌環境としては機能されていると考えております。

２０ページをごらんください。

ＮＰＯ法人天塩川を清流にする会で調査を実施していただいており、カモ類の生息状況

を示しております。汽水環境及び静水環境整備箇所においても、広くカモ類に利用されて

いることを確認しております。また、オレンジ色の箇所が自然再生事業として実施した箇

所です。

２１ページをごらんください。

鳥類の生息状況ということで、静水環境におけるオオヒシクイの生息状況で箇所は●●

●●です。●●年から●●年までの●月下旬から●月上旬までにオオヒシクイが飛来され

ているものについて、縦軸を個体数としてグラフで表しております。●年、●年について

は多くの個体の飛来が確認されており、ねぐらや休息・採餌場として利用されております。

２２ページをごらんください。

底生生物の生息状況を示しております。事業実施効果の指標としては生息密度、着目種

としてゴカイ、ヤマトシジミとなっております。底生生物の生息状況についてですが、グ

ラフにつきましては、青がＫＰ５．０でリファレンスサイト、赤がＫＰ７．７の整備箇所

でございます。着目種であるゴカイ、ヤマトシジミが確認されておりまして、生息環境と

して機能していることと、確認種類数の経年変化についても大きな変化はないと考えてお

ります。ただ、右下のグラフの確認個体密度の経年変化というところでは、平成２３年、

２４年は個体数密度が高くその他の年は低いという状況がありました。このため、２３ペ

ージになりますが、底生生物の生息状況を多様度指数で評価させていただきました。そう

したところ、ＫＰ５．０のリファレンスサイトとＫＰ７．７の整備箇所では、多様度指数

が同等、もしくは、７．７のほうは若干高い傾向にあると考えております。また、平成２

３年１０月から２４年６月にかけて、多様度指数は低かったという状況ですが、その傾向

は両地点ともに同様ということで評価しております。

２４ページをごらんください。

植生の状況でございます。事業実施効果の指標としては被度、着目種についてはヨシと

なっております。平成２１年と２６年の事業実施前後で見比べておりますが、左側のＨ２

１年度の平面図の中で、一部ピンク色着色の人工裸地が平成２６年には植生に変わってい

ることを確認しております。また、掘削後の河岸部については、右側に航空写真を載せて

おりますが、草本群落として形成されております。

２５ページをごらんください。
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課題と対応方針ということで、個別の項目についてはおおむね効果が確認できていると

考えておりますが、好適な汽水面積の減少や底生生物の生息密度が低下している状況であ

ると考えております。このため、減少した好適な汽水面積を追加整備する必要があるのと、

モニタリングについても、引き続き継続して行っていきたいと考えております。また、生

態系ピラミッドにおける具体的な食物連鎖等の実態が不明ということを前回の検討会でも

ご指摘いただいております。これにつきましては、採餌状況等を踏まえたモニタリング計

画の検討を今後行っていきたいと考えております。右下のモニタリング調査結果の表につ

きましては、整備箇所における生物等確認状況をまとめたものを掲載しております。

以上が１）から３）の説明でございます。

○委員 説明、ありがとうございました。

それでは、１）から３）まで、一括してご質問またはご意見をお伺いしたいと思います。

○委員 ２５ページの結論のところです。

底生生物の生息密度が低下しているということは、これは前回も言いましたけれども、

物理環境、生物環境はありますが、化学環境の影響もあるのではないかということです。

今日も汽水域を見学させていただきましたが、天塩川の水質が大分よくなってきたので

はないかということも絡んでいるのではないかと思いますが、どんな感じですか。

簡単にいいますと、新しい網場で囲まれた汽水域では、底生生物密度が非常に小さいと

いうのが一つの結論になっていました。その小さくなる原因は、一つは水質的なことがあ

るのではないかということです。それは、今後ということでやっていただいていいのです

が、今までやってこられてどう感じますかということをお聞きしました。

○事務局 天塩川本川に負荷としてかかるのは、周辺の農地を流れる水路あるいは川から

のものが大きく影響していると思われます。それらが過去に比べるとよくなってきている

のではないかというのは、昔からの水質の経年変化におきましても、整備計画書にも載せ

ておりますが、高度成長期から昭和後期にかけて水質自体がよくなってきていて、その後、

横ばいになってきている傾向はつかんでおります。

しかし、底生生物にとって水質がよくなり過ぎているという状況なのか、その辺は解明

できておりません。ただ、個体数そのものの減少は事実としてあるものの、多様度指数自

体は昔と比べて大きく悪くなっているわけではなくて、むしろいい方向に働いているとい

うこともありますので、その辺は、先生がおっしゃっていたとおり、化学環境というとこ

ろをモニタリングの中につけ加えて分析し、一つの指標として今後のモニタリングで検討

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 前回も説明がありましたが、６ページのところで、平成２１年度から、流量の急

激な増加、ジャンピングが起きています。これは、円山観測所の流況表を使われておられ

ますが、この背景は雨だと思います。上流域の雨の経年変化をきちんと把握しておくと、

この説明の背景がはっきりしてくると思うので、できればそれをお願いしたいと思います。
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私は、自分なりに、北海道の中の降水量データのトレンドを見ましたが、手元には２０

０５年までのデータしかありません。多分、こちらでつくられたのはそれ以後だと思うの

で、雨の状況を把握しておいていただけるとありがたいです。

○事務局 第４回目のときにも、時間雨量５０ミリメートル以上の雨だったと思いますが、

雨量強度の強い降雨の回数についてはお示ししてご説明したところでございます。

○事務局 スクリーンをごらんください。

北海道の一級河川の主要箇所における雨を観測しているところをお示ししました。この

グラフは、６月から１０月の夏期に絞って、どの様な状況に変化しているのかということ

に着目しながらまとめたものでございます。

左側の赤囲みについては、天塩川水系の①と書いてあるところが朝日、②が名寄のアメ

ダスのデータを使用しております。そうしたところ、横軸で平成１１年から平成２８年、

縦軸が雨の量ですが、ゼロから約１，０００ミリメートルという目盛りを記載しておりま

す。平成２０年前後で見比べた場合、天塩川水系においては、どうも、夏の雨だと１．２

倍ぐらいになっていると考えております。

では、ほかの川の雨はどうかを見てみると、左側の一番下のグラフは道東を流れている

常呂川水系ですが、北見という観測所です。また、右上のグラフは、石狩川水系の旭川を

示しております。ここにつきましても、天塩川と同様で、平成１１年から２０年と２１年

以降を見てみると、１．１倍から１．２倍となっております。それ以外の尻別川や後志利

別川、十勝川も示しておりますが、同様な形でデータを整理してみますと、大きな増には

なっていないというふうに見ております。

北海道の地図に①、②と番号を記載しておりますが、増えているとお示ししたのが①、

②、③、④でございます。それに対して、そんなに変わっていないと見ているのが⑤、⑥、

⑦、⑧です。そう見ていくと、北海道の上のほうと下のほうで何となく物が言えそうかな

という感じで見ております。ただ、これは検討中でありデータ整理の手法等を更に考える

必要があると考えております。

続きまして、１月から１２月までの年間の状況を同様に整理したグラフにつきましても、

ごらんのとおり、全体ではどうも幾分増えているように見えます。

先程と同様にデータ整理の手法等を更に考える必要があると考えておりますが、このよ

うなことが原因かとは思っております。

○委員 定説はないけれども、全道河川を見ると、ある一定の傾向は見えている、ただ、

それと塩淡境界の変化を結びつけるのはもう少し時間がかかるだろうということですか。

○事務局 温暖化で降雨量の増加という話はありますが、具体に降雨量が幾ら増えるのか、

それが塩淡境界面の変化に関わる実現象としてどうなのかというのは言えていない状況で

ございます。

これまでのモニタリング結果では川の水量は増えている傾向であり、塩淡境界面が下が

っているのではないかと考えているところでございます。
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○委員 本州県なんかの雨量が随分増えているという話を聞きますが、それと塩水遡上と

の関係が話題になっているということも、今のところはまだないということですか。

○事務局 現時点における当事務所での把握では、他の水系で話題になっているとは聞い

ておりません。

○委員 ほかにございませんでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○委員 それでは、４）の説明に移りたいと思います。

事務局からお願いいたします。

○事務局 ４）の天塩川下流汽水環境整備計画（案）について説明させていただきます。

お手元のＡ３判カラー刷りの資料の２６ページからになります。あわせて、お手元にお配

りしたＡ４判縦の天塩川下流汽水整備計画（案）を見比べながら説明させていただければ

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。

２７ページをごらんください。

更新（案）を右側に書かせていただいており、左側に現行を記載しております。

整備計画（案）のはじめにという箇所について、右下に赤文字で記載しておりますが、

「また、旧川や本川における静水域はオオヒシクイをはじめとするガン類やハクチョウ類

の渡りの際の休息場、採餌場、ねぐらとして利用されています。」をオオヒシクイに関す

る記載として追記しております。

同じく、はじめにの下のほうですが、２８ページをごらんください。今回のモニタリン

グ結果を踏まえて、計画の一部を更新することを追記しております。

「平成２１年３月に天塩川下流汽水環境整備計画（以下、『本計画』という）をとりまと

めました。現在では、本計画に基づき天塩川下流域において、良好な汽水環境、静水環境

の回復を図るための整備を進めているところですが、モニタリングの結果から、近年では

好適な汽水域となる日数の割合にも変化がみられてきており、このような天塩川下流域の

状況を踏まえ、本計画の一部を更新することとしました。」それから、「本計画では、引

き続き」と更新させていただきたいと考えております。

２９ページをごらんください。整備計画（案）では５ページでございます。この更新に

つきましては、オオヒシクイの飛来の環境ということで、最新の情報に基づき、オオヒシ

クイの繁殖地への渡りの情報を掲載しております。これにつきましては、○○委員より最

新のデータをいただいております。

３０ページでございます。整備計画（案）では２０ページでございます。

今回示した近年の好適な汽水域の状況ということで、円山流量観測所の流量が近年増え

ているとか、ＫＰ１１．８でモニタリング結果から好適な汽水域の日数が近年減ってきて

いる、事業着手前後で塩淡境界面が下がってきており、その塩淡境界面がこのように変化

しているのではないかというイメージ図を新たに追加させていただいております。

３１ページをごらんください。計画（案）では２１ページでございます。



- 11 -

これにつきましては、一部の更新ですが、現計画では塩淡境界層の「上昇」という言葉

を使わせていただきましたが、更新（案）では塩淡境界層の「変化」にさせていただいて

おります。現行の考え方は、浚渫等を行って、塩淡境界面が上がってしまったために汽水

域の面積が減っているという書き方になっておりましたが、今回の更新では、その状況も

踏まえ、また、上流からの河川流量の増加なんかも踏まえると、塩淡境界層が下がってい

ることもございますので、上昇と下がることを表すために変化という言葉に更新させてい

ただいているところでございます。

３２ページをごらんください。計画（案）では２４ページでございます。

ここは、問題点の認識というところで、これまでご説明させていただいたものと同じ観

点で文章の更新をさせていただいております。その内容につきましては、「また、河川流

量の増加に伴う塩淡境界面の低下が推定され、モニタリング結果から好適な汽水域となる

塩分日数割合が減少していることが明らかとなった。静水環境は、オオヒシクイ等ガン類

や」という文言の追加と、カモ類の採餌・休息場として「利用されているものの」という

ことで文言の修正をさせていただいているところでございます。

３３ページをごらんください。計画（案）では２５ページでございます。

これにつきましては、中段に、物理環境の変化について、これまで記載がなかった河川

流量の増加という枠を新たに追加しております。これに伴い、好適な汽水環境が減少して

いるということが読み取れるようにしております。

３４ページ、計画（案）の２６ページをごらんください。

天塩川下流域の環境の悪化という赤囲みの中に、（４）として新たに文言を追加してお

ります。「河川流量の増加に伴う好適な塩分日数割合の減少」ということで、「河川流量

の増加に伴い塩淡境界面が低下し、好適な汽水域となる塩分日数割合が減少した。これに

よりゴカイやヤマトシジミなど生態系の底辺を支える汽水性底生生物の生息環境がさらに

悪化した。」ということを追記しております。

３５ページ、計画（案）では３０ページでございます。

モニタリング計画の部分を更新させていただきたいと考えております。先ほどご質問が

ありました化学環境を一番左に記載しております。モニタリング項目につきましては、浅

場整備箇所の水質の把握、調査箇所につきましては、本川、河岸回復箇所、振老旧川を記

載しております。ここで、修正させていただきたいと思います。調査箇所につきましては、

本川（流入支川を含む）にしていただければと考えております。本川のみならず、周辺か

ら入ってくる川の水なども確認しなければいけないと考えております。また、調査方法に

つきましては、採水と分析、場合によっては簡易計測と考えております。それから、調査

時期、頻度についてですが、現状では春、秋、冬となっておりますが、誤植です。これを

春、夏、秋に訂正させていただきます。３回の回数については変更ございません。これに

つきましては、原則、生物環境調査に合わせて行いたいと考えております。調査体制は国、

事業実施効果の指標についてはリファレンスサイトとの比較を行っていきたいと考えてお
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ります。それ以外に、物理環境としては、河川流量等の把握を本川において、調査方法は

テレメーターなどを用いて、調査時期については通年、調査体制は国となっております。

それから、事業の実施効果の指標については、河川流量等の変化としています。また、前

回の検討会でもご指摘等がございました食物連鎖という観点で生物環境も調査していかな

ければいけないと考えております。それで、鳥類の生息状況の把握、生物環境だと黄色い

ところの上から２段目ですが、その調査時期、頻度については、春、夏、秋、冬の毎年と、

調査体制については、国と、清流にする会でも貴重なデータをお持ちですので、清流にす

る会の文言を追加しております。事業実施効果の指標については、魚介類を捕食するカモ

類の分布もしくはオジロワシの採餌状況なども確認していきたいと考えております。それ

から、上段ですが、魚類の生息状況の把握の事業実施効果の指標として、魚類の胃の内容

物調査も行うことによって食物連鎖の状況が確認できるのではないかと考えております。

３６ページをごらんください。計画（案）では３２ページでございます。

これにつきましては、現行が左側に載っておりますが、最新で取り組んでいる内容を変

更として赤文字で記載しているとともに、写真等をつけております。地域のＮＰＯ、河川

管理者、住民等ということで、ＮＰＯ法人天塩川を清流にする会と相互に連携しながら、

河川清掃等の維持管理や環境教育、モニタリング調査などに取り組んでいるなど、具体な

もの３項目を記載させていただいた上で更新させていただきたいと考えております。

３７ページでございます。

計画（案）でこれまでの説明以外での変更について記載しております。内容は、動植物

のレッドリストカテゴリー等の更新や土地利用の変遷、人工耕地面積等の変遷、水産業の

変遷、水文状況の経年変化、水質状況の経年変化について、全て最新の情報に更新させて

いただきたいと考えております。

３８ページをごらんください。

整備計画（案）の更新とは違いまして、参考ということで、本日、皆様に現地を見てい

ただいたオジロワシのとまり木として利用されているような箇所においては、現状は鉄棒

みたいな形で整備させていただいたものが、将来的には、ＮＰＯと一緒に振老旧川で伐り

株移植をやっておりますので、活動を鉄棒に変わる形としての取組みにて出来れば良いの

ではということで、参考として示しております。

以上、４）天塩川下流汽水環境整備計画（案）について説明させていただきました。

○委員 現況を踏まえて、平成２１年３月につくった現行の整備計画を今回新たに提出さ

れた整備計画（案）に更新するというご説明だったと思いますが、今のご説明について、

質問なりご意見はございますか。

○委員 今日、現地に行って、振老旧川のことを再度聞きたいと思ったのですが、終わっ

てから聞いたほうがいいですか。

○委員 一緒に聞いて構いません。

○委員 聞きたいことは、今日、最初に現地視察に行った振老旧川のところにヤマトシジ
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ミ試験地２．７ヘクタールがありますが、わかる範囲で教えてもらいたいと思います。私

は、去年の途中から委員になったものですから、経過がわかりません。ヤマトシジミの試

験は、どこまでどうやったか、それに対して、今時点でこのぐらいの効果が見えている、

将来的にはさらにこういうことをやるという計画があるとかがあれば、教えていただきた

いと思っております。現地に行ったときに多少は聞いたのですが、再度、わかる範囲でお

願いしたいと思います。

○事務局 旧川におけるヤマトシジミの試験の関係は、天塩町が行っている天塩しじみ資

源環境対策委員会で検討、議論されている内容ですので、この場では詳細は控えますが、

もともと、河川改修により振老旧川自体、本川と直接的にはつながっていない状況でした

が、汽水環境化するという機能を含めた形で旧川樋門の整備をしております。平成２２年

に樋門が完成しておりますが、当時、オオヒシクイ等のガン類が●●をねぐら、採餌場と

して使っているということで、汽水環境化を単純にしてしまうと課題があるというご指摘

を本検討会の委員になっていただいている○○先生からご指導をいただきまして、しばら

くの間、汽水域と淡水域をどう共存させていったらいいのかを先生のご指導をいただきな

がら検討していた経緯があります。

その間、樋門はできている状況でしたので、ヤマトシジミ試験地という２．７ヘクター

ルのところを使って、振老旧川とはつなげない状態で、本川と試験地だけをつなげた形で、

当時、ヤマトシジミが生息できるかという試験をしていた経緯があります。そのオオヒシ

クイとの関係上、これであれば問題ないでしょうということで、平成２６年に振老旧川と

試験地を結んで、振老旧川に塩水が入る状況となっております。現在におきましては、漁

組さんの協力のもと、旧川側でシジミをまいて、そこで産卵あるいは生息または再生産し

ていくかという調査を平成２７年から実施しております。

その調査では、シジミの産卵などを確認しておりますし、生息が可能な環境であるとい

うところまでは把握している状況で、引き続き今年度も調査をして、振老旧川がシジミの

産業にとってどのような形で使われていくのがベターなのかを今後議論していく予定にな

っているところです。

○委員 ほかにありますか。

○委員 今の下流域の汽水環境の取り組みですが、簡単に言うと、塩淡の境界面が低下し

ているという中で、低下して失われた汽水域を下流側にもう一回復活させることで浅場の

環境をつくるということだけにしてしまうのか、漁業サイドからすると、天塩大橋の上流

までが漁業権を持った漁場です。ということは、塩淡境界面自体をもう少し引き上げるよ

うな対策等をひとつ盛り込んでいただけないものかと思いますので、よろしくお願いいた

します。

○委員 塩淡境界を上昇させるような方向での施策はというご質問だと思いますが、どう

ですか。

○事務局 すごく難しい問題であるというのは○○委員もご存じだと思いますが、基本的
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に、河川の流量によって塩淡のくさびの入り方が大きく変わってくるという状況からいき

ますと、単純には難しい状態です。ただ、第４回目の検討会のときにも若干お話しさせて

いただきましたが、淡水域あるいは汽水域のところで河岸を掘削して川幅が広がるという

部分においては、一応、塩水くさびが上がりやすい方向には働くことがわかっております。

この事業を引き続き実施していくことで、その効果も一応はあることはご理解いただきた

いと思います。

○委員 効果があるということなので、今後もやっていくしかないと思います。

もう１点ですが、下流域に汽水環境が集中するといいますか、逆に言うと、今の状況で

あれば、ある意味、上流側の汽水環境はあきらめざるを得ないという感覚でとらえてしま

います。危険度合いも、下流域がだめになると全てだめということにもなりかねません。

どんな具体的な対策があるのかわかりませんが、できる限りいろいろな考えを出し合った

中で検討し続けていっていただければと感じますので、よろしくお願いします。

○委員 ほかにございますか。

○委員 ３８ページですが、ここは、日本最北のカシワの人工林だと思います。我々とし

ても稚内まで調べてみましたが、人工のカシワの森はなかったような気がします。

それで、私たちは、４年ほど前から、さらに増やす活動を幌延河川事務所の協力によっ

てやっています。森林を増やすための伐り株移植というのは、こういう形でもすごくいい

のだなということは大変参考になりました。我々も鳥や植物の調査をずっとやっておりま

すが、ここに行ったらほっとするような感じで、今後とも伐り株移植を幌延河川事務所に

よろしくお願いしたいということです。

それから、私たちは、年間５，６回の勉強会をしております。今日の資料を見て、今後、

私たちの勉強会に使わせてもらえることがたくさんあると感じましたので、そのことを感

謝申し上げて終わります。

○委員 ほかにございますか。

○委員 今後の環境整備計画として、環境化学を入れていただいたのは非常にありがたく

思っております。

なぜうるさく言うかといいますと、水がきれいになれば、種類数は増えるけれども、数

が減るというのが鉄則です。そのときに、シジミとか、この地域に多い生物を増やすとき

には、必ずしもきれいにすればいいわけではないということです。シジミなどが生息する

地域を増やすときには、本流の河川プラス周りから入ってくる農地排水なんかのチェック

もしていただきたいということです。そのときに、水質は非常に有効になるのではないか

と思ったわけです。

それから、環境化学として、生物調査と一緒にやるということなので、無理かとは思い

ますが、夏の調査がないのはどうかと思います。北海道の場合、２０度以上になると、プ

ランクトンが増えて、急に水質が変わります。そういうときのことを考えると、夏場の生

物調査あるいは化学調査はないのかなと思いました。
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○事務局 説明の際にも訂正させていただきましたが、現資料は間違っておりまして、現

状では春、秋、冬と記載しておりますが、春、夏、秋に訂正させていただきます。

○委員 ほかにございますか。

○委員 環境化学のモニタリングのことでお伺いしたいのですが、具体的な調査項目や場

所について、計画とかをもう少し教えていただければと思います。

○事務局 次の議事の「今後の進め方について」でご説明しようと思っておりましたが、

もう一度、この検討会を開催させていただき、ご質問があったようなところについてはし

っかりとご説明させていただこうと考えております。

○委員 その中でぜひ検討していただきたいのは、塩淡境界層の位置です。

この資料だと、あくまでもシミュレーションの数値ですよね。これは、実測されるのが

一番だと思いますので、実際にこのような手法を使って改善した場合に、塩淡境界層がど

の辺の位置にあるのか、それでまさに結果がわかってくると思いますので、その辺を検討

していただければと思います。

○事務局 シミュレーションは、過去の塩淡境界の調査を踏まえて実施しておりますので、

シミュレーションどおりになっているかどうかは確認しなければいけないと思っておりま

す。そういうところも含めて、次回の検討会などでお示しさせていただければと考えてお

ります。

○委員 ほかにございますか。

○委員 今の件に関連して、天塩川下流の汽水環境の改善については、うちの研究所の研

究テーマにもなっております。今言った塩淡境界の観測についても、今年度から連続観測

を実施する予定です。

それから、簡単な記載方法について、１点だけお話しさせていただきます。

先ほど○○先生がお聞きした３０ページのモニタリングのところで、物理環境と化学環

境に分けるがいいのかということもありますが、物理環境のメニューの中にも明らかに化

学環境だろうというものがあります。例えば、塩分濃度の連続観測とありますが、これは、

物理というよりは水質メニューですから、もし分けるのであれば化学環境のほうに持って

いくとか、その辺をもう少し精査していただければと思います。内容的には特段の問題は

ないと思いますが、どういう記載をするかはちょっと工夫が要ると感じました。

○事務局 ご指摘ありがとうございます。それにつきましても、確認、修正させていただ

いて、次回の検討会でお示しさせていただければと思っております。

○委員 ほかによろしいでしょうか。

○委員 今の○○委員のお話にもありましたが、３１ページに、更新（案）として、塩淡

境界層の上昇という言葉を塩淡境界層の変化に変えておられます。ただ、変化というのは、

非常に曖昧な意味があります。もともとは上下変動だけの意味だったと思いますが、面的

な変化もここの中に入ると理解してよろしいですか。

○事務局 ここで変化という言葉を使ったのは、これまでの計画では、塩淡境界層が上昇
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しているということを課題として整備していたのに対して、このたびのモニタリング等の

結果によって、どうも、流量が増えている傾向がある中で、塩淡境界層が逆に下がってい

る傾向があるということです。一つの計画の中で、上がっている問題と下がっている問題

を捉えているものですから、ここでは変化という言葉で総称させていただきました。

面的な変化も捉えるということですと、どうしても、天塩川は川幅が相当広いものです

から、面的なくさびの形状を捉えるのは厳しい状況かと思います。縦断的な形で、くさび

の形状が想定できるような調査点数等を今後検討して、次回の検討会でご提案していきた

いと考えております。

○委員 時間も押しておりますが、ほかによろしいでしょうか。

（「なし」と発言する者あり）

○委員 鳥類専門の呉地委員と齊藤委員が欠席されております。

２人には、今日の会議での議論や更新された整備計画（案）をお示しして、お２人から

ご意見を頂戴したいと思っております。あわせて、今日、この場で出された要望、意見、

欠席されているお２人の委員のご意見を取りまとめて、座長の責任で次回に示す整備計画

（案）に極力反映するような形で次回提案させていただきたいと思っておりますが、いか

がでしょうか。

（「異議なし」と発言する者あり）

○委員 それでは、事務局と協議し、極力反映した形で、次回はさらに更新した整備計画

（案）を提示したいと思います。

以上をもちまして、１）から４）まで終了いたしましたので、司会を事務局にお返しい

たします。どうもありがとうございました。

○事務局 最後の議事になりますが、今後の進め方について、事務局からご説明いたしま

す。

４．今後の進め方について

○事務局 私から説明させていただきます。

お配りしたＡ３判横の最後の４０ページでございます。

第６回検討会の開催についてです。

ご指摘がございました今後のモニタリングの計画について、しっかりと更新させていた

だいた上でご議論等をいただきたいと考えております。それを踏まえて、平成３０年以降

の追加整備に向けて取り組んでいきたいと考えております。

第６回はいつ開催するのかというお話ですが、先ほど座長からもお話がありましたとお

り、呉地委員、齊藤委員との調整を終えた後になりますので、開催時期がある程度見えて

きましたら、また皆様にご連絡をさせていただければと考えております。

よろしくお願いいたします。
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５．閉 会

○事務局 以上で議題を終わりましたので、これをもちまして、第５回天塩川下流汽水環

境検討会を閉会させていただきます。

本日は、○○先生を初め、委員の皆様、お忙しいところ、本当にどうもありがとうござ

いました。

以 上


