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日 時：平成２９年１１月３０日（木）午後３時開会 

場 所：天 塩 町  社 会 福 祉 会 館 
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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６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。議事に入り

ますまでの進行を務めさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 今回、報道発表の際にも会議の公表のお知らせをしているのですが、カメラ撮りは冒頭

の挨拶までとさせていただきますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 それから、今回、会議に出席されております皆様には、円滑な議事進行のため、携帯電

話等の電源は切るか、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、議事次第２の挨拶でございます。 

 本日、留萌開発建設部次長の田村が所用で欠席でございますので、開催に当たり、幌延

河川事務所長の塚本よりご挨拶を申し上げます。 

○事務局 留萌開発建設部幌延河川事務所で所長をしております塚本と申します。どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 本来であれば次長の田村がご挨拶すべきところですけれども、私から、一言、ご挨拶を

させていただきます。 

 本日は、お忙しい中、また、天候の悪い中を出席いただきまして、まことにありがとう

ございます。 

 前回の第５回検討会は６月に開催されましたが、その際に、現天塩川下流汽水環境整備

計画に基づくこれまでの整備の進捗状況、そして、追加整備の検討の概要、そして、現時

点における汽水環境整備の効果について、いろいろとご議論をいただいたところです。 

 さて、これまでの会議におきまして、天塩川下流汽水環境整備計画の案が更新されてき

ているわけですけれども、今回の第６回検討会につきましては、これらの計画から、今後

の追加整備を行うためのモニタリングの計画案をお示しさせていただきます。これについ

て事務局より報告させていただきますけれども、その内容につきまして、委員の皆様方の

ご意見、ご指導をいただければ幸いと思っております。 

 我々といたしましても、いただいた意見に基づきながら、引き続き好適な汽水環境、静

水環境を維持し、再生に努めてまいります。 

 以上、簡単ではありますけれども、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、議題に入ります前に、まず資料の確認をさせていただきます。 

 最初に、Ａ４判の議事次第と書かれた３枚物です。それから、右肩に資料－１と書かれ

ている天塩川下流汽水環境整備計画（案）の更新についてというＡ３判の資料です。それ

から、同じくＡ３判の右肩に資料－２と書かれた第６回検討会資料というカラーのもので
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す。そして、最後に、Ａ４判の天塩川下流汽水環境整備計画（案）の１１月版です。 

 以上ですけれども、足りない方はいらっしゃいませんか。 

 それでは、先に進めます。 

 先ほどの議事次第と書かれた資料でございますけれども、２枚めくっていただくと、３

ページに出席者名簿が記されております。その中で、右側の出欠の欄にバツと書かれてい

る北海道水文気候研究所の高橋委員、天塩町役場の上田委員、幌延町役場の山本委員にお

かれましては、所用のため、欠席とのご連絡をいただいております。 

 本検討会設置要領におきましては、委員の２分の１以上の出席で成立するのですけれど

も、半数以上の委員の出席をいただいておりますので、会議が成立することをご報告いた

します。 

 それでは、議事次第３の議題に入らせていただきますが、以降の進行は岡田座長にお願

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。 

 議事の項につきまして、司会進行を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。 

 それでは、議事次第に沿って進めたいと思います。 

 最初に進め方ですけれども、私から、天塩川下流汽水環境整備計画（案）の更新につい

て、６月に開催されました第５回検討会以降の経緯について若干説明させていただきます。

それに基づきまして、具体的内容につきましては事務局より説明をお願いいたします。 

 また、議事次第２）のモニタリング計画の詳細につきましては、同じく事務局より説明

いただき、質疑応答の時間を設けたいと思っております。 

 それでは、１）から進めてまいります。 

 天塩川下流汽水環境整備計画（案）につきましては、前回の第５回検討会において、委

員の皆様に論議いただき、ご意見、ご要望をいただきました。当日に欠席されておりまし

た呉地委員と齊藤委員のご意見を反映し、計画を更新することとし、その詳細につきまし

ては、その時点で座長預かりということで、第５回検討会においてご了解をいただいてい

るところでございます。 

 その決定に基づきまして、事務局から７月１０日に呉地委員、８月２日に齊藤委員、そ

れぞれ第５回検討会で論議されました整備計画案を説明し、両委員からご意見をいただい

ております。本日お手元にお配りしております整備計画案は、第５回検討会にご出席の委

員の皆様方のご意見、欠席されておりました呉地委員と齊藤委員のご意見を反映した内容

となっております。 

 この計画案の内容につきまして、事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 ○○の○○でございます。よろしくお願いいたします。 
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 スクリーンでもご説明させていただきたいと思いますけれども、同じものがお手元にご

ざいます資料－１というＡ３判横のカラー版となってございます。スクリーンが見づらい

場合は、お手元の資料をご覧下さい。 

 天塩川下流汽水環境整備計画（案）の更新についてということで、このページの見方に

つきましては、右下に米印で書かせていただいてございます。黒文字につきましては現計

画と同様の記載、赤文字につきましては第５回検討会時の更新箇所、青文字につきまして

は第５回検討会後の更新箇所ということで、第５回検討会でご意見をいただいたものの反

映、それから、先ほど座長からお話がありましたとおり、呉地委員と齊藤委員からご意見

をいただきました内容を踏まえ更新しております。 

 お手元に配らせていただいてございますＡ４判縦の天塩川下流汽水環境整備計画（案）

平成２９年１１月という資料と見比べていただければと思います。 

 Ａ４判縦の表紙をめくっていただきまして、１ページの「はじめに」でございます。 

 こちらの資料につきましては、黒と赤の構成にしております。黒につきましては平成２

１年３月版と同様の記載、赤につきましては今回更新したものを記載しております。 

 まず、「はじめに」上段の変更箇所について説明します。 

 お手元の資料－１、もしくは、スクリーンを見ていただければと思いますけれども、右

側の更新（案）というところで、天塩川は我が国の最北を流れるから始まり、８行目の青

文字のところですが、「下流汽水域周辺は、オジロワシの繁殖地としての利用も確認され

ています。また」ということで、この箇所を更新しております。この更新の趣旨は、天塩

川下流域はオジロワシの繁殖地としても重要だというご意見をいただきましたので、その

内容を踏まえ追記させていただきました。 

 また、赤文字のところにつきましては、「さらに、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。」と更新しました。 

 続きまして、３ページ目をごらんください。縦版資料は下段のところです。 

 更新（案）の赤文字の箇所につきましては、「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。」と更新しました。 

 また、その下の行の「本計画では、引き続き」というところで、「引き続き」の文言を

加えております。 

 その下の行につきましては、更新趣旨は先ほどと同じで、「オジロワシが飛来・越冬・

繁殖」ということで、「繁殖」を追記させていただきました。 

 続きまして、４ページをごらんください。計画書につきましては、後ろから３枚目の３
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０ページでございます。 

 更新箇所は、モニタリング計画の中の物理環境の一番下の欄において、河川流量等の把

握をモニタリング項目として追加しております。調査箇所は本川、調査方法はテレメータ

ー観測、調査時期・頻度は通年、調査体制は国、事業実施効果の指標は河川流量等の変化

として更新しました。 

 化学環境の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で、調査箇所

は本川（流入支川含む）、河岸回復箇所、振老旧川、調査方法は採水、分析、必要に応じ

て簡易計測、調査時期・頻度は春、夏、秋の３回で、１年目、２年目、５年目、調査体制

は、国、事業実施効果の指標は、本川・流入支川との比較として更新しました。 

続きまして、その下の段ですが、好適な汽水域の把握で、調査箇所はＫＰ１１．８、河岸

回復箇所、調査方法は塩分連続観測、調査時期・頻度は通年、調査体制は国、事業実施効

果の指標につきましては、塩分濃度、５～２２ＰＳＵを確認として更新しました。 

 化学環境の塩淡境界層の把握につきましては、調査箇所は本川、調査方法は塩淡境界層

の縦断計測、調査時期・頻度は随時、調査体制は国、事業実施効果の指標は河川流量と塩

淡境界層の縦断分布の関連性として更新しました。 

 続きまして、生物の環境について更新している箇所はモニタリング項目の魚類の生息状

況の把握の一番右の欄で胃内容物調査を追加しました。また、鳥類の生息状況の把握とい

う２段目の箇所の更新の内容は、調査箇所は本川、河岸回復箇所、リファレンスサイト、

振老旧川・渡船場跡を追加してございます。調査方法は鳥類調査、調査時期・頻度は春、

夏、秋、冬の４回で、振老旧川・渡船場跡では春・秋の渡り時期に毎年としております。

調査体制は、国とＮＰＯとの協働を予定しております。事業実施効果の指標につきまして

は、鳥類の種数、着目種として猛禽類、ガンカモ類としております。次の下の段の底生生

物の生息状況の把握というモニタリング項目について、更新箇所は一番右の事業実施効果

の指標のところに多様度指数を追加しております。 

 以上が前回から更新している箇所でございます。 

○委員 ありがとうございました。 

 ただいま、第５回検討会での更新事項及び第５回検討会終了後の更新事項を説明いただ

きましたけれども、更新事項につきまして、私は事前に内容を確認させていただきました

が、第５回検討会における議論の内容、それから、欠席されました両委員のご意見が反映

されているものというふうに確認させていただいております。 

 次に、議題２）で議論されますモニタリング計画の詳細についての議論を踏まえて、今

後、この整備計画案をより充実したものとして実行していただければと思っております。 

 今の整理でよろしいでしょうか。 

○委員 ２ページの旧川や本川における静水域はオオヒシクイ云々とありまして、これは

そのとおりで結構なのですが、なぜそこにオオヒシクイやガンが来るかということになり

ます。その間に、静水域の生態系が非常に豊かとか、そういう言葉を静水域の特徴として
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入れていただくと、天塩川の静水域の事業が生きるのではないかと思いました。 

○委員 静水域の生態系環境が非常に豊かなので、オオヒシクイを初め云々という言葉を

入れるべきではないかというご意見ですね。 

○委員 そうです。静水域に限らないですけれども、前段でヨシとか云々という言葉があ

りますから、特に必要かどうかは気持ちの問題だけだと思いますが。 

○委員 ここでは、前回の議論を踏まえて、座長預かりということでご了解いただきまし

て、それで論議を踏まえ、さらに、欠席された委員の先生方の意見も組み入れた形で、今

回、報告させていただいているのですけれども。 

○委員 僕はそう思うだけで、このままでいこうというのであれば、それで結構です。  

○委員 静水域の豊かな環境云々という語句を入れる、入れないということですけれども、

いかが取り扱いましょうか。座長としましては、第５回検討会で座長預かりということで

整理して、今回提出したというふうに理解しています。 

○事務局 事務局としましても基本的にその考え方ですが、一つあるのは、○○委員がお

っしゃっている内容について、「天塩川は我が国の最北を流れる大河川で、下流部では大

きく蛇行しながら利尻礼文サロベツ国立公園の南端沿いに流下し、北海道らしい雄大な自

然が残されています」というところで天塩川下流域の自然についてうたっておりまして、

汽水域は多様な生物に利用されていますし、静水域でもこのように利用されていますとい

う流れになっておりますので、前段の部分で○○委員のおっしゃっているところは読めな

いでしょうか。 

○委員 先ほど申し上げたとおり、それでも結構です。そういうことが裏にあって仕事を

していくということで、お願いしたいと思います。 

○委員 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 ５ページの左下の米印２のところです。オオヒシクイの１％基準の話で、世界の

オオヒシクイの個体数云々と書いてあって、「１％に相当する５５０羽以上の個体数」と

書いてあります。これは、これはWetland Internationalが3年ごとに改定を行っている、

Waterbirds Population Estimateに基づくものですが、最新のものではありません。今ま

でオオヒシクイは、アジアの個体群は情報不足で全部をひとくくりにしていたのを、最近

は、詳細なデータが得られるようになった、カムチャッカから日本にかかわるものの個体

群を他の個体群から分離しました。その結果、日本へ関わる個体群の総数がこれまでに比

べて小さくなり、その数の１％も、この５５０羽ではなく、７５羽に変わっているのです。

１％基準の数が小さくなったということは、天塩川流域に渡来するオオヒシクイ個体群の

価値がこれまでよりも高まったことも意味しています。これらの理由で、１％に相当する

５５０羽という数を７５羽に修正する必要があります。 

○委員 最新のデータでいくと、５５０羽ではなくて、違った数字になるということです

ね。 

○委員 ３年ごとに全体の個体群の見直しをしているのです。それに連動して当然変わっ
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てくるわけで、５５０羽は最新の数値ではないということです。 

○委員 最新のデータで数値を変えるということで、事務局はよろしいですか。 

○事務局 はい。 

○委員 もう一つは、後のモニタリングのところと絡んでくるのですが、静水域のところ

で、渡船場跡地もモニタリングする対象になっていると思うのですけれども、この計画書

を見ると、前段の計画の説明の中で、図面上で明記されていないような気がするのです。

今後のモニタリングは、静水域だと振老旧川と渡船場跡という二つになると思います。振

老旧川はこの地図の中に書き込まれていたと思うのですが、渡船場跡は、最後のモニタリ

ング項目のところには地名が出ているが、地図上のどこにも表記されていない気がします。

見落としであればいいのですが、そうでなかったら、地図上に渡船場跡地というのを明記

しておいていただきたい。 

○委員 恐縮ですが、次のモニタリングのところで詳しく説明いただければ整理しやすい

かと思いますので、お願いいたします。 

○委員 わかりました。 

○委員 １点お願いいたします。まず、オジロワシの繁殖について明記していただき、あ

りがとうございました。実は、資料をめくっていくと、オジロワシについて書かれている

のが６ページ目と７ページ目に該当するのですけれども、ここに繁殖について全く書かれ

ていないのです。何が言いたいかというと、オジロワシ、オオワシの飛来環境、採餌環境

と書いてあって、特に採餌環境については、天塩川の下流域は結氷しない河川が特異的に

あるということで重要性を示していると思うのですが、繁殖地となると、そこでしっかり

と次世代も営めるぐらいの採餌環境がコンスタントにあるのかということです。この繁殖

を入れるのであれば、ここに何かしらなければいけないと思います。僕のイメージでは、

天塩川の下流域というのは、恐らく北海道で一番の集団繁殖地だという特徴があるのです。

ただ、前述の文言で「・繁殖」が入っているからだけで、モニタリング計画を立てるとい

うことでよろしいですか。 

○事務局 公表資料ですので、繁殖位置等を示すわけにもいかないので、具体的にどのよ

うな表現をお考えでしょうか。 

○委員 希少種の繁殖地は点では示せないので、例えば、おおよそ１０つがいが繁殖して

いるとかですね。オジロワシは北海道で広く繁殖しているのですが、天塩川下流について

は、下流に限らないのですけれども、天塩川自体が高密度に繁殖している場所ということ

です。 

 もう一つは、恐らく、これだけでいくと、冬のことを論じているので、冬の採餌環境調

査というふうになってしまうと思うのですが、オジロワシの繁殖期は、春から秋にかけて

の夏なので、結氷しているとか結氷していないは全然関係ないのです。例えば、１つがい

がたまに繁殖するというのと大分意味合いが違うと思います。 

○事務局 ここでいきますと、採餌環境と飛来環境という言葉を使っていますけれども、
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６ページ目の一番下の飛来環境と書かれた青枠で囲っているところは、天塩川下流域がこ

ういう使われ方をしていて、留鳥もという流れの文章になっているところに繁殖の関係の

内容を少し加えると。例えば、先ほどおっしゃったとおり概ねの繁殖数ですね。 また、

上は繁殖を行っている可能性が高いという表現になっているので、修正するとともにこの

ページに繁殖の関係を少し加えさせていただく形にしたいと思います。 

○委員 それでいいと思います。ただ、可能性と書かれているのはおかしいので、繁殖と

いうことをきちんとうたって、保全に値するというものがあって、これを踏まえてのモニ

タリングだと思うので、繁殖事項をきちんと入れたほうがいいと思うのです。どの程度入

れるかというのが必要であれば、環境省と協議していただければいいと思います。 

○事務局 公表するに当たっての表現の仕方ですね。 

○委員 そうです。例えば「複数の」とか、そんなものでもいいと思うのです。 

○委員 それでは、議題２）のモニタリング計画の詳細についてに進みたいと思います。 

 事務局から説明をお願いいたします。 

○事務局 引き続き、事務局から説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

 先ほどと同じようにスクリーンで説明させていただきたいと思いますけれども、同じも

のがお手元にございます資料２というＡ３の横のカラー版となってございます。スクリー

ンが見づらい場合は、お手元の資料でご確認いただければと考えてございます。 

 表紙をめくりまして、まず、モニタリング計画の目次でございます。 

 モニタリング計画につきましては、目的、進め方、項目及び内容、調査位置、項目別モ

ニタリング計画、スケジュールという形で項目立てをしております。 

 ３ページをごらんください。 

 まず、モニタリングの目的につきましては、自然再生事業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しております。 

 モニタリングの進め方につきましては、生物環境調査、化学環境調査については、専門

家の指導・助言を受けて実施するとしております。生物環境調査（鳥類調査）は、地域住

民・ＮＰＯの協力を得て実施するとしております。蓄積されたデータを基に評価を実施し、

事業にフィードバックするとしております。評価後については、定期的に状態把握を目的

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するとしております。 

 続きまして、４ページをご覧ください。 

 モニタリング項目及び内容については、現計画に基づくモニタリングを継続するほか、

浅場整備箇所の水質の把握、塩淡境界層の把握や、食物連鎖を考慮した魚類の胃内容物等

についてモニタリングを行うとしております。 

 物理環境、化学環境のモニタリング項目及び内容については、左側の着色しているとこ

ろにつきましては先ほどご説明したものと同様となっており、右側の２列の現モニタリン

グに対する検証結果と今後のモニタリングの視点は先ほどの資料から追加で記載させてい
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ただいているところです。着色しているところの説明は割愛させていただきまして、右の

追記を説明させていただきます。 

 物理環境の緩傾斜化河岸の形状の把握ですが、現モニタリングに対する検証結果につき

ましては再生目標面積は平成２９年度に工事完了予定で、今後のモニタリングの視点につ

きましては継続的なモニタリングの実施としております。覆砂箇所の底質の把握につきま

しては覆砂上に土砂堆積が見られるが、経年的に砂質主体でＤ５０が０．０７５ミリ以上

の底質改善目標を満たし、好適な環境であることをこれまでのモニタリングにて確認して

おります。今後も継続的なモニタリングを実施していきたいと考えてございます。河川流

量等の把握につきましては、現モニタリングに対する検証結果は、近年、河川流量が増加

傾向にある、今後のモニタリングの視点につきましては、河川流量等の状況を把握として

おります。 

 続きまして、化学環境でございます。浅場整備箇所の水質の把握についてこれが新たに

追加した項目でございますので、現モニタリングに対する検証結果のコメントは記載して

おりません。今後のモニタリングの視点につきましては、水質の状況を把握としておりま

す。好適な汽水域の把握の現モニタリングに対する検証結果は、近年の河川流量増加に伴

い、好適な汽水域となる面積が減少している、今後のモニタリングの視点につきましては、

継続的なモニタリングの実施としております。塩淡境界層の把握は、これも新しく追加し

た項目でございますので、現モニタリングに対する検証結果については記載しておりませ

ん。今後のモニタリングの視点につきましては、河川流量と塩淡境界層の縦断分布の関連

性を把握としております。 

 続きまして、５ページをごらんください。 

 生物環境のモニタリング項目及び内容です。魚類生息状況の把握の現モニタリングに対

する検証結果につきましては、アンダーラインのところですが、整備して間もない河岸回

復箇所もあるため、今後もモニタリングが必要である。また、食物連鎖の関連性が未確認

であるため、今後のモニタリングの視点につきましては、継続的なモニタリングの実施と

食物連鎖を考慮した調査としております。続きまして、鳥類の生息状況の把握は下のアン

ダーラインの二つでございます。食物連鎖の関連性が未確認ということと、オジロワシの

採餌実態が未確認であるため、今後のモニタリングの視点につきましては、継続的なモニ

タリングを実施、食物連鎖を考慮した調査、オジロワシの採餌実態を把握する調査として

おります。底生生物の生息状況の把握について、現モニタリングに対する検証結果は、個

体数密度はリファレンスサイトと比較して全般的に低いため、課題が残る、今後のモニタ

リングの視点につきましては、継続的なモニタリングの実施、底生生物の生息密度及び多

様度指数を用いた評価としております。植生状況の把握について、現モニタリングに対す

る検証結果は今後もモニタリングを実施し、変化を確認する必要がある、今後のモニタリ

ングの視点は継続的なモニタリングを実施としております。 

 続いて、６ページをごらんください。 
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 右側の表について、調査地区は、天塩川本川、天塩川支川、既往の整備箇所である、振

老地区、北川口地区、浜里地区、それからリファレンスサイトという整備を行っていない

対照区、また、今後、整備予定である追加整備箇所、振老旧川と渡船場跡です。調査対象

項目は表の記載のとおりです。なお、備考に書かせていただいている追加整備の実施箇所

は調整中のため検討中、振老旧川及び渡船場跡の鳥類調査はこれまでのモニタリング結果

を踏まえ、鳥類は主にガン類等渡り鳥を対象としております。 

 続きまして、７ページをごらんください。 

 項目別モニタリング計画としまして、先ほど表でお示しさせていただいたものをモニタ

リング項目別に整理したものです。 

 物理環境の緩傾斜化河岸の形状の把握ということで、目的は整備後の緩傾斜河岸の形状

を把握、評価の視点は整備後の河岸形状の維持に着目した整理、調査箇所は河岸回復箇所

として、既往整備箇所と追加整備箇所を対象としています。調査方法は深浅測量調査、調

査時期・頻度は、融雪出水後の１年目、２年目、５年目と、大きな出水などのイベントが

生じたときは調査を行いたいと考えており、調査体制は国、事業実施効果の指標は、好適

な河岸面積の確認として１８ヘクタール、静水面積の確認として２３ヘクタールとしてお

ります。右側に調査箇所を図示させていただいております。 

 続きまして、８ページをごらんください。 

 物理環境の覆砂箇所の底質の把握です。目的は覆砂後の状況を把握、評価の視点は、底

質の粒度構成の安定性に着目した整理としております。調査箇所は河岸回復箇所というこ

とで、既往整備箇所と追加整備箇所を対象に行い、調査方法は底質調査として粒度分析を

行います。調査時期・頻度は、融雪出水後の１年目、２年目、５年目と、大きな出水が乗

じたときには不定期で行うとしています。調査体制は国、事業実施効果の指標は、底質の

粒度構成を確認としております。モニタリング調査箇所につきましては、右側に調査箇所

を図示させていただいております。 

 続きまして、９ページをごらんください。 

 物理環境として、河川流量等の把握です。目的は河川流量等の実態を把握、評価の視点

は、各観測所の河川流量、水位の変化に着目した整理としております。調査箇所は、天塩

川本川の円山観測所、天塩大橋観測所、天塩河口観測所においてテレメーター観測により、

水位・流量を調査します。調査時期・頻度は通年、調査体制は国、事業実施効果の指標は、

河川流量等の変化、右側には調査の実施箇所を図示させていただいております。 

 続きまして、１０ページをごらんください。 

 浅場整備箇所の水質の把握で、目的は整備箇所における水質を把握、評価の視点は整備

箇所と本川、流入支川との水質の状況に着目した整理としております。調査箇所は、本川

と流入支川、河岸回復箇所で既往整備箇所と追加整備箇所、そして振老旧川を対象として

おります。調査方法は採水、分析、分析項目は、水温、ｐＨ、ＢＯＤ、ＣＯＤ、ＳＳ、電

気伝導度、ＤＯ、Ｔ－Ｎ、Ｔ－Ｐ、大腸菌群数等で一般的な項目についてを行っていきた
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いのと、必要に応じて簡易計測なども取り入れていきたいと考えています。調査時期・頻

度は、春、夏、秋の３回で、１年目、２年目、５年目を想定しています。調査体制は国、

事業実施効果の指標は、本川と流入支川との比較としています。また、追加整備箇所は調

整中ですが、専門家の助言をいただきながら調査を実施する予定としております。 

 続きまして、１１ページをごらんください。 

 化学環境の好適な汽水域の把握で、目的は整備箇所における塩分濃度を把握、評価の視

点は塩分濃度５から２２ＰＳＵとなる日数割合に着目した整理としております。調査箇所

は、ＫＰ１１．８と河岸回復箇所の既往整備箇所と追加整備箇所、調査方法は塩分連続観

測、調査時期・頻度は通年、調査体制は国、事業実施効果の指標は塩分５から２２ＰＳＵ

の状況を把握としております。実施箇所は右側の図に示しております。 

 続きまして、１２ページをごらんください。 

 化学環境の塩淡境界層の把握で、目的は塩淡境界層の縦断的な分布を把握、評価の視点

は河川流量と塩淡境界層の縦断分布との関連性に着目した整理としています。調査箇所は

本川、調査方法は塩淡境界層の縦断計測、調査時期・頻度は随時、調査体制は国、事業実

施効果の指標は、河川流量と塩淡境界層の縦断分布の関連性としております。調査位置は、

右図のとおり天塩川本川としてございます。この項目につきましては、寒地土木研究所が

今年度から今後数年に渡って塩淡境界層の状況を部分的に調査すると聞いておりますので、

その状況を踏まえ効率的な調査を行っていきたいと考えております。 

 続きまして、１３ページをごらんください。 

 生物環境の魚類の生息状況の把握でございます。目的は整備箇所におけるウグイ、ヌマ

ガレイ等の魚類の生息状況を把握、評価の視点は魚類の種数の変化、ウグイ、ヌマガレイ

の生息や再生産状況、胃内容物による食物連鎖の関係に着目した整理としております。調

査箇所は河岸回復箇所とリファレンスサイト、調査方法は魚類調査の捕獲調査、捕獲した

魚類の一部については胃内容物を分析していきたいと考えております。調査時期・頻度は

春と秋の２回で、１年目、２年目、５年目、調査体制は国、事業実施効果の指標は魚類の

種数、着目種はウグイとヌマガレイで胃内容物調査としています。右側に図示させていた

だいている箇所がモニタリング調査箇所です。 

 続きまして、１４ページをごらんください。 

 生物環境の鳥類の生息状況の把握です。目的は追加整備箇所及び周辺における鳥類の生

息状況の把握、オジロワシの採餌、営巣状況の把握、振老旧川、渡船場跡におけるガンカ

モ類の飛来・利用状況の把握としております。評価の視点は鳥類の生息状況、食物連鎖、

オジロワシの採餌や営巣状況、ガンカモ類の渡りの利用状況に着目した整理としておりま

す。調査箇所は本川、河岸回復箇所、リファレンスサイト、振老旧川、渡船場跡、調査方

法は一般鳥類調査のとして河川水辺の国勢調査実施しているスポットセンサスの活用や猛

禽類調査、ガンカモ類調査は定点調査としています。調査時期・頻度は春、夏、秋、冬で、

振老旧川、渡船場跡では春、秋の渡りの時期に実施し、毎年としております。調査体制は
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国とＮＰＯの協働を予定、事業実施効果の指標は鳥類の種数、着目種は猛禽類、ガンカモ

類としております。スクリーンをご覧下さい。整備箇所における鳥類の利用状況等の把握

のイメージということで、今後、こういうことも行っていきたいということをご紹介させ

ていただくために整理したものです。留意点はこれまでのモニタリングですと、整備箇所

の鳥類の利用状況が未確認であるという課題もございますので、詳細な記録をＮＰＯとの

協働で行いたいと考えております。左側の写真の中ではコメントが記載されておりますが、

これはどのような鳥がどういう行動をしているか把握したいと考えています。こういう形

でコメントを入れることにより鳥類の生息状況の把握の一助になると考えております。右

側に写真が縦に三つ並んでいますが、今、●●に鉄棒のようなものをつけており、私ども

は人工のとまり木と呼んでおり、ここでオジロワシが利用しているのを確認しております。

この箇所に無人撮影カメラを設置し、オジロワシがどういう行動をとっているのかという

データを蓄積するための調査をしているところです。今年の９月中旬ぐらいからカメラを

設置しており、左側の写真で１０月１１日にオジロワシのつがいが利用しているのが確認

できたとか、右側の写真は、奥側が●●で、右側の手前が●●ですが、カワアイサの群れ

が確認され静水環境のところで鳥類が利用していることがわかりました。こういうデータ

蓄積することにより、どういう鳥がどういうところを利用しているかを確認した上で、今

後の効率的な調査に役立てたいと考えております。 

 資料に戻りまして、１５ページをごらんください。 

 生物環境の底生生物の生息状況の把握で、目的は整備箇所におけるゴカイ、ヤマトシジ

ミ等の底生生物の生息状況を把握、評価の視点はゴカイ、ヤマトシジミを含む底生生物の

生息密度及び多様度指数の変化に着目した整理としております。調査箇所は河岸回復箇所

の既往整備箇所、追加整備箇所とリファレンスサイト、調査方法は底生生物調査とし定量

採集と定性採集としています。調査時期・頻度につきましては、春、秋、冬の３回、１年

目、２年目、５年目、調査体制は国、事業実施効果の指標は生息密度、多様度指数、着目

種はゴカイ、ヤマトシジミを対象としております。 

 続きまして、１６ページをごらんください。 

 生物環境の植生状況の把握でございます。目的は整備箇所における水際のヨシ類等の植

物の回復状況を把握、評価の視点は被度を用いた、水際のヨシ類等の植物の生育・繁茂状

況に着目した整理としています。調査箇所は河岸回復箇所とリファレンスサイト、調査方

法は目視調査として着目種の生育状況、調査時期・頻度は、夏１回で１年目、２年目、５

年目、調査体制は国、事業実施効果の指標は被度、着目種はヨシとしております。 

 続きまして、１７ページをごらんください。 

 モニタリングの今後のスケジュールを示しております。横に平成２０年度から平成３０

年度、そして下の段にずれまして、平成３１年度から平成４１年度迄を示させていただい

ております。整備につきましては、現在の計画に基づきまして、赤の実線ですけれども、

現計画の整備は平成29年度で終了する予定でございましたが、赤の点線で示させていただ
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いておりますとおり、平成３６年度ぐらいまでかけて追加整備の予定として考えていると

ころです。これに伴いましてモニタリングについてですけれども、現計画のモニタリング

については、２段目のモニタリングの青の実線で示させていただいております平成３４年

度迄が当初計画でしたけれども、それを平成４１年度の予定と考えております。 

 説明は以上でございます。 

○委員 ありがとうございました。 

 物理、化学、生物、それぞれの環境について細かな説明がありました。 

 それでは、質疑に入りたいと思いますので、ご質問、ご意見をお願いいたします。 

○委員 １０ページについてです。 

 水質のモニタリングについて、整備箇所は北川口を想定ということがわかりますし、本

川もわかりますが、流入支川というのは具体的にどこを示しているのですか。 

○事務局 流入支川については１０ページの右の図を見ていただければと思います。図の

中で、例えば、北川口地区で黒い線が引かれており、これは堤防です。その堤防が一部切

れる形で丸線が入っており、これは現地では樋門あります。この箇所に流入支川がありま

すので、この様な箇所にて調査を行いたいと考えております。 

○委員 ほかにございますか。 

○委員 モニタリングの４ページについてです。 

 先ほどの前書きとも絡みますが、化学環境を入れていただいて非常に感謝しております

けれども、今回、浅場整備箇所の水質の把握を入れていただきました。そのときに、これ

が全て最終的な生態系のピラミッドの一番上と一番下を結ぶところで、水質からオジロワ

シにもつながるということで話をさせていただきたいのですが、まず、調査時期です。い

ろいろなところに絡むので、春、夏、秋の３回というのをいつにするのかです。物理環境

や生物環境とあわせて、あるいは、近い時期にやっていただきたいということを明記でき

ないかということをお聞きしたいわけです。 

○委員 物理、生物と同じ時期に調査を実施すべきではないかというご意見です。 

○委員 そういうことをどこかに明記していただきたいのです。特に、春だと時期によっ

て水質が全然違うのです。浅場なんて特に変わると思うのです。 

○事務局 追記する考えで対応させていただきます。 

○委員 可能な限り近くの日程で実施するということを盛り込むということですね。 

○事務局 そのとおりです。 

○委員 よろしくお願いします。 

 また、この表ですが、一番大もとには、シジミと関連すると言いましても、まず最初に、

汽水域あるいは塩淡境界層というものがあって、その後にこういう環境がくるのではない

かと思うのです。ですから、化学環境の項目の順序ですが、一番最初を一番最後の３番目

に持ってくるようにして、汽水域を中心にやっているという雰囲気に持っていっていただ

きたいと思います。また、最終的には、こういう結果を全体的にまとめられるわけで、そ
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のときに調査時期を一緒にするということもありますが、例えば、次のページの底生生物

の生息状況の把握の調査方法のところに水質調査を追記できないかということをお聞きし

たいのです。 

○事務局 化学環境の三つあるうちの一番上の浅場整備箇所の水質の把握を３番目に持っ

てくる形で修正させていただきます。また、先ほどの調査時期の関係で、生物環境の関係

の調査とある程度整合を図りながらということについて、言葉は工夫させていただきます

けれども、底生生物のほうにも水質調査の文言を入れるというお話ですか。 

○委員 生物環境のほうにも、生息状況を把握するための水質調査が要るだろうというこ

とで、そういう言葉をどこかに入れられないかということです。 

○事務局 化学環境のほうには、生物環境に係る調査のタイミングとできるだけ整合を図

るという文言は入れさせていただこうと思いますが、生物環境のほうは、もともとベース

的な水質調査はセットでやられるものも中にはありますので、底生生物だけに明記してし

まうと、他はやらないというイメージにとられてしまうことから、あくまでも化学環境の

ほうに調査時期のコメントを入れさせていただくようにしたいと思います。 

○委員 わかりました。 

○事務局 事務局からよろしいでしょうか。 

○○委員から先ほどご意見をいただいた渡船場跡箇所の調査についての計画書への明記に

ついてですが、ガンカモ類について委員からご意見をいただいている箇所は調査予定とし

ております。また、計画書の３０ページをご確認頂きたいのですが、モニタリング計画の

図の右の一番上に赤丸で示させていただいているものが渡船場跡でして、整備箇所を対象

としたモニタリングを予定しております。 

○委員 今の説明はわかりました。 

 私が言いたかったのは、計画書で場所をきちんと明記しておかないと、モニタリング計

画図に赤丸で示してあっても、実際にそれがどこのことなのか認識できなくなるとまずい

と思います。今の話ですと、３０ページの図面の丸の中にそれが含まれているということ

ですね。 

○事務局 そのとおりでございます。 

○委員 きちんと場所として計画の中でも示されて、それを踏まえてモニタリングを継続

できるということでしたら、それで結構です。それから、関連して、今のモニタリングの

項目の鳥類についてです。基本的には、春と秋の渡りのときに振老旧川と渡船場跡で行う

ということで、それはそれでいいと思うのですけれども、利用状況はどこの項目になるの

か。要するに、基本的には、凍っているときには利用できなくて、早く氷が解けるからそ

こが利用できるようになるわけです。ですから、ある意味では物理環境になるのだろうけ

れども、特に春先の解氷状況を鳥の調査とリンクする形で押さえておくのは非常に重要だ

と思うのです。それは鳥に関連するような形で入れておいたほうがわかりやすいと思うの

ですけれども、その調査を鳥とリンクする形でやっていただきたいというのが１点です。 
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 それから、水鳥自体のモニタリングは渡りのときだけでよいのですが、水鳥は、例えば

振老旧川で植物を食べているわけです。そうすると、餌資源になる植物は、具体的にはマ

コモやヒシが主になると思うのですが、その分布状況をきちんと押さえておく必要があり

ます。植物ということになると、１年を通じた春、夏、秋の状況を押さえておかなければ

いけないと思います。それも餌資源になるという視点で、餌資源になる植物のモニタリン

グを１年を通じて行っていただきたいと考えています。 

 また、その方法として、最近はドローンが有効です。ですから、解氷や植生など環境調

査については、ドローンを使って、定点のような決まった視点から撮影するようにすると、

状況がつかみやすいと思います。それも含めて調査方法を考えていただきたいと思います。 

 私からは以上です。 

○委員 鳥類の生態に関連して、解氷の状況や植生の状況などをモニタリング項目に明記

してはどうかというご意見だと思います。 

○事務局 これまでの調査等で把握しているデータ等がございますので頂きましたご意見

については資料２などで具体に記載させていただきたいと考えます。ただし、ドローンは

実際に飛ばしたときに鳥が逃げてしまうおそれもあって、具体の実施手法等を検討中です。

これにつきましては、引き続きご指導いただきながらやらせていただきたいと考えます。 

○委員 ドローンはやり方によっては鳥に影響を与えることがあるので、鳥への配慮をし

ながら、妨害しない形で使う方法を考えるということだと思います。それは非常に大事な

ことで、私どもでは、どういうアプローチの仕方をすると妨害になり、どういうやり方な

ら問題が最小化できるかを実際に確認しています。場所によっても状況が多少違いますが、

基本的には低空で接近すると妨害になるけれども、高高度（１００ｍ程度）で接近し、そ

れから高度を下げていくと影響が少ないということです。ただ、どこまでかというのは場

所によっても違うので、あとは、その現場で探りながらやっていけばいいと思います。そ

ういう点では、余り具体的には書き込まず、現地で一番いい方法を探しながらやるという

ことだと思います。そういうことでしたらいろいろとご協力はできると思います。 

○委員 手法は別として、今、委員から発言のあった観点も組み入れて進めていくという

ことですね。 

○事務局 そのとおり修正させていただきます。 

○委員 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 まず、５ページを見ていただきたいのですが、オジロワシの項目で食物連鎖との

関連を考慮した調査と採餌実態を把握する調査があります。これは、とてもいい着眼点だ

と思いますが、１４ページを見てみると、営巣状況の調査も書いてあります。せっかく繁

殖というのを入れていただいたので、５ページ目のところにも、恐らく継続的なモニタリ

ングという中に入っていると思いますが、繁殖を含めるというニュアンスで書いたほうが

いいと思いました。これは、大したことではないのですが、覚えておいてください。 

 それから、１４ページについてです。 
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 オジロワシの採餌状況の把握とあるのですが、モニタリングのところを見ると、例えば

河川沿いにカメラを置いたり人を配置したりして採餌状況を見るということだと思うので

すが、実は、オジロワシは、魚だけを食べているわけではなくて、カモメとかアオサギと

か漂着物とか、いろいろ食べているのです。ですから、川だけで採餌している種であれば

そういうことでいいと思うのですが、オジロワシの場合はもう少し俯瞰的に採餌環境を見

なければいけないと思うのです。例えば、河川に集中していてほかにいないというのであ

れば、河川の採餌環境の重要性がより言えると思うのです。もしかしたら、河川で見られ

ているよりも、季節によっては、はるかに多くの個体が漂着物を目当てに海に行く可能性

もあるわけです。全部をひっくるめて、繁殖成績とかそこに居ついているということにつ

ながってくるので、これは川の調査ですから、川を中心に見ることは私も賛成ですが、例

えば、定点だけではなく、少し車を走らせながら、周辺にいるオジロワシのこの地域の採

餌環境を俯瞰的に押さえることが一つ重要ではないかと思います。 

 ただ、実際にテレメトリーをやっているわけではないので、見るだけだとなかなかわか

らないところもあります。僕がちょっと思ったのは、営巣調査が終わった後に巣に上がっ

てみると、幼鳥のために親が運んだ餌、例えば、カモの羽毛とか魚のうろことか魚の骨と

か、僕らはいろいろなものを回収して調査しているのですが、目視観察と状況証拠、物証

で、これはすごく川に依存している淡水魚がいっぱいだということがわかったほうが、オ

ジロワシだけではなくて、食物連鎖、すなわち生態系を評価する面ではいい機会ではない

かと思うのです。そういうちょっと俯瞰的な評価がいいのではないかという意見です。 

○事務局 引き続き、委員にご指導をいただきながら調査させていただきますので、よろ

しくお願いいたします。 

○委員 ほかにいかがでしょうか。 

○委員 ３０ページの右上の図です。 

 先ほどの○○委員のお話にもあったのですが、先ほど事務局が説明してくれたパワーポ

イントの図面には渡船場跡などの具体的名称の記載があったので、差し支えなければ、３

０ページのこの場所は渡船場跡とか、振老旧川とか、ここに記載可能なものであれば記載

いただければよろしいと思います。 

 それから、コメントですけれども、モニタリングの頻度に関して、モニタリング計画の

表の一番下に必要に応じて調査頻度等を変更とあり、特に調査頻度が１年目、２年目、５

年目になっている項目ですね。恐らく、１年目、２年目で事業の想定した効果がある程度

得られるという想定のもとにこういう計画を立てているのだろうと思いますけれども、物

によっては、１年目、２年目に調査をしても事業の効果が早急にはあらわれておらず、３

年目、４年目と後年次に効果があらわれるような項目も中には出てくると思いますので、

１年目、２年目の調査結果をきちんと評価し、そういったメニューについては、柔軟に、

この計画には書いていないけれども、やっぱり３年目もやろうとか、４年目もやろうとか、

下の括弧で書いてあるのはそういう趣旨だとは思いますけれども、そういう点に注意して
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いただければと思います。 

○委員 事務局、いかがですか。 

○事務局 これまでモニタリングをやってきた中でも、そういう状況でつけ加えてとか、

年数的にもふやしている調査も多々あります。おっしゃるとおり、調査頻度を変更するこ

とがあるというのは、そういう趣旨で書かれているものです。 

○委員 時間が押しておりますが、ほかにご意見はございますか。 

○委員 自分の専門のところにかかわるところで言うと、魚類の生息状況と底生生物の生

息状況につきましては、調査項目・時期等は問題ないと思います。出てきた結果を見てい

ろいろ考察を加えていくということでよろしいと思います。 

 ただ、魚類、底生生物に直接かかわる環境として、化学環境で言うところの塩分の連続

観測、塩淡境界層の把握が直接的にかかわってくる非常に重要なところかと考えます。 

 そこで、ちょっと教えてほしいのですけれども、塩分の連続観測をする定点の場合は、

水深で言うとどの辺を見るかが一つ気になるところです。 

 また、塩淡境界層ですけれども、調査時期が随時ということで、モニタリングの視点と

しては、関連性を見ていくということなので、恐らくは、複数回行うことになってくるか

と思うのですけれども、その辺の見通し等があれば教えていただきたいと思います。 

○事務局 塩分の連続観測につきましては、定点で、ＫＰ１１．８のところで層別ではか

っています。その層別のエレベーションですが、一番標高の高いところがマイナス０．８、

次にマイナス１．２、マイナス１．６、マイナス２．０、マイナス２．８、マイナス３．

６、マイナス４．８メートルなので、塩淡境界層が動きそうなところは４０センチ間隔で

行っています。これについては、過去からデータを積み重ねておりますので、変更せずに

行いたいと考えております 

 また、塩分の縦断観測については、過去に調査を何回か実施し、この結果を踏まえシミ

ュレーションモデルを作成していますので、シミュレーションで用いている平水流量が生

じている時など、シミュレーションの検証ができる様なデータの取り方に留意した内容で

調査を行いたいと考えております。調査時期、頻度につきましては随時と記載させていた

だきましたが、寒地土木研究所が今後調査を予定されているということもありますので、

調整できた時点で１回目を行いたいと考えております。また、それ以降も調査結果や出水

等のイベントの発生などを踏まえた状況把握をしたいと考えております。 

○委員 それでは、回数や時期等については、今のところは未定だということですね。複

数回はやるけれども、気になるのは、イベントがあったときですね。川が増水したとか冠

水しているというところを狙ってうまくとれれば理想的だと思います。 

○事務局 安全面等に配慮のうえ、技術的に可能な範囲で行いたいと考えております。 

○委員 ほかの委員はよろしいでしょうか。 

○委員 塩淡境界層の境目というのは、自動的に簡単にはかれないのですか。場所さえ決

めておけば、はかれるような気がするのです。 
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○事務局 今のご質問は、塩淡境界層が常にどういう形で動いているかを把握できないか

ということかと思います。現在の技術力では難しいと思います。 

○委員 実際に、うちのチームは網走湖ではかっていますが、定点であれば、その定点で

鉛直観測をすれば。 

○委員 鉛直観測をしないでもね。 

○委員 いや、それは難しいのではないでしょうか。 

○委員 結局、躍層が見えないと、ここが境界だということがわからないということです

か。 

○委員 躍層をそういうものではかれないのですか。 

○委員 間接的にはかれないかという意味合いですね。例えば、塩淡の濃いところと薄い

ところの物理的な特性で電気伝導度が極端に変わるとか、間接的にわかるにしても、鉛直

に連続的にはからないと、例えば表面だけをはかってということでは境界層を推定するの

は難しいと思います。 

○委員 わかりそうな気がするのですが、そうなのですね。 

○委員 それでは、ほかにいかがでしょうか。 

（「なし」と発言する者あり） 

○委員 事務局にお願いですけれども、今の議論を踏まえた形で、今後のモニタリング計

画を実施していただければと思います。 

 それでは、私が担当する議事の項目は終わりましたので、これで司会を事務局にお返し

いたします。 

 時間が押しまして、まことに申しわけございませんでした。 

○事務局 どうもありがとうございました。 

 今回ご意見をいただいて、整備計画案の内容につきましても若干の修正が出ております

が、改めて会議を開いて確認という形はとらず、座長に確認していただいて、皆様に最終

的な資料としてお配りする形をとりたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いい

たします。 

 引き続き、整備、モニタリングを実施していくのですが、特にモニタリングに当たりま

しては、これまでと同様に引き続きご助言をいただきながら行っていきたいと考えており

ますので、そちらにつきましてもよろしくお願いいたします。 

 

  ４．今後の進め方 

○事務局 それでは、議事次第の最後になります今後の進め方について、事務局からご説

明いたします。 

○事務局 それでは、今後の進め方についてご説明いたします。 

 資料２の一番最後のページもしくはスクリーンをご覧下さい。 

 今後の進め方は、第４回から第６回の天塩川下流汽水環境検討会で議論いただきました
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更新後の天塩川下流汽水環境整備計画（案）に基づきまして追加整備を実施していきたい

と考えております。今後は、これまでも各種の勉強会を毎年実施させていただいておりま

す。これらを活用させていただきまして、随時、整備状況やモニタリング状況を報告させ

ていただきたいと考えております。その際に、事務局から申し上げましたけれども、調査

結果を踏まえ、ご助言等をいただきながら、モニタリング項目に基づく具体の調査手法、

調査回数等につきましては、必要に応じた変更を行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

 

  ５．閉  会 

○事務局 それでは、これをもちまして、第６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。 

 委員の皆様には、お忙しいところどうもありがとうございました。 

                                  以  上   


