
第１回 天塩川下流汽水環境検討会

議 事 録

日時：平成２０年６月２日（月）１３:３０～１６:４０

場所：天塩町役場 ３階大会議室
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第１回 天塩川下流汽水環境検討会

（検討会にあたっての説明）

〇青木河川環境管理官

定刻になりましたので、ただいまより第１回天塩川下流汽水環境検討会を始めた

いと思います。

まず初めに、検討会にあたって、本日の日程について説明したいと思います。

これから現地視察ということで、天塩川下流の河口部とＫＰ４ｋｍ、それと北川

口１号樋門、そしてＫＰ５．５ｋｍ地点を回って、１５時ごろにこちらに戻ってく

る予定でございます。１５時から検討会を始めまして、本日１７時まで検討会を行

いたいと思います。結構長い時間ですけれども、皆さんよろしくお願いいたします。

現場には、天塩町のバスで移動いたしますので、それにお乗りくださるようお願

いいたします。

資料につきましては、バスの中で配りますので、机の上にある資料は、そのまま

置いていってください。

（現地視察 13:40～14:50）

１．開 会

〇柿沼課長

それでは、予定していました１５時になりましたので、ただいまより第１回の天

塩川下流汽水環境検討会を開催したいと思います。

私は、事務局である留萌開発建設部で治水課長をしております柿沼と申します。

よろしくお願いします。

後ほど、座長が選任されるまでの間、司会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。

２．挨 拶

〇柿沼課長

それでは、第１回の開催にあたって、事務局を代表しまして現地の事務所の所長

である関田の方より、開会の挨拶を申し上げます。
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〇関田所長

本日は、お忙しいところお集まりいただきまして、ありがとうございます。

本来でありますと、私どもの留萌開発建設部の部長若しくは次長が来て、皆様に

ご挨拶と思っていましたが、急遽欠席となりましたので、天塩川の下流の方を担当

しております留萌開建の幌延河川事業所の所長をやっております関田が一言、ご挨

拶したいと思います。

先ほどは、現地視察、どうもご苦労さまでございました。

今回の検討会の対象であります天塩川流域につきましては、皆様ご存じのとおり

でありますが、後ほど事務局の方から説明していただきます。

天塩川流域は、まだ自然が多く残されておりまして、オジロワシとか、オオワシ

を頂点とした豊かな生態系を有した川と言えます。しかしながら、度重なる洪水を

防ぐために、河川の切り替えによって河川の直線化、浚渫、河道掘削等の工事を行

ってきまして、その結果、洪水の被害は少なくなりましたが、河川環境が変化し、

悪化してきております。

こうした中、平成９年には、河川法が改正されまして、平成１９年には天塩川水

系の河川整備計画が策定されたところでございます。その中で、河川の整備の実施

にあたっては、かつて有していた汽水域の水環境や、多様な河岸などの河川環境を

回復させるための取り組みを実施すると記載されてございます。汽水環境を構成す

る底生動物は、生態系の底辺を構成する非常に重要な位置を占めておりまして、汽

水環境の悪化は、天塩川下流域全体に影響することも十分考えられると思います。

その豊かな汽水環境を取り戻すため、本日の検討会がその共通認識を踏まえ、意義

あるものとなることを祈念しまして、最初の挨拶とさせていただきます。

本日は、よろしくお願いします。

〇柿沼課長

それでは、続きまして、地元代表ということで、天塩町長の浅田町長からご挨拶

をいただきたく、お願いいたします。

〇浅田町長

皆様、こんにちは。

今日は、第１回の天塩川下流汽水環境検討会ということで、これは開発建設部さ

んのご配慮で、このような検討会を設けてくださり、厚く御礼を申し上げます。本

当にありがとうございます。

そしてまた、各委員の皆様方には、大変お忙しい中、この会の委員をお引き受け
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いただきまして、私たちのこの天塩川の大事な自然環境を守るための貴重なご意見

を賜ればと、このように思うわけでございます。

ただいま所長様からお話がありましたように、天塩川は非常に長い歴史を持って、

そして私たちが特に河口の町に住んでいるという状況の中で、底生生物と言われま

すシジミをはじめとする、サケその他のいろいろな恵みによって生活をしてきてい

るということでございます。これらのものが環境の変化によってどんなふうに変わ

っていくのかということがあるわけでございますけれども、これらの今後のあり方

と申しますか、そういったことが少しでも将来に向かって、いい環境が維持されて、

そしてその地域に住む人方がやはり未来に向かって夢の持てるような、そういう環

境を今後とも持続して、また更に一歩でも良い方に向かっていければ、本当にあり

がたいと思います。

貴重な宝であります天塩川、そしてまた、上流の方では、一面では洪水等も、大

雨が降りますと、たまにあるようでございますから、そういったことも含めて、い

ろいろなことがあるのだと思います。私たちは、今までずっと治水という面で、い

ろいろなことでお願いをしてきているわけでございますけれども、それとともに、

今、下流部の漁業権を持って、そこで生活しているのは天塩町だけということでご

ざいまして、特にそういった意味では、今回のこの汽水環境検討会の持たれている

意味というのは誠に大きいのかなと、そのように思っております。どうか、各委員

の皆様方、そしてご臨席の皆様方、そしてこれを主催してくださいました開発建設

部の河川の関係の皆様方に心から感謝と御礼を申し上げまして、ご挨拶とさせてい

ただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。

〇柿沼課長

それでは、議事に入る前に、まず資料の確認をさせていただきます。

白黒のＡ４縦の「第１回天塩川下流汽水環境検討会」という資料が１部、それか

らカラーの資料－１と書いてあります「天塩川下流汽水環境整備について」という

もの、それからあと、天塩川のパンフレットがお配りされているかと思いますが、

ない方はいらっしゃいませんね。

それでは、資料については特に問題なしということで、議事に入ってまいります。

３．議 題

〇柿沼課長

まず、議事の進め方なのですけれども、議題１の天塩川汽水環境検討会の設立と
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座長の選出までを私が務めさせていただき、座長が選出された後には、座長にその

後の議事の運営をお願いしたいと思います。

まず、議題の１ですけれども、天塩川下流汽水環境検討会の成立についてという

ことで、事務局から説明をいたします。

それでは、事務局の青木河川環境管理官の方から説明いたします。

〇青木河川環境管理官

留萌開発建設部の治水課の青木です。よろしくお願いいたします。

検討会の設立趣旨・設置要領・委員について説明、ご紹介させていただきます。

まず、設立趣旨ですけれども、お手元のＡ４縦の白黒の資料の１－１ページを開

いてください。こちらの方に設立趣旨が記載されております。それを読んで説明し

たいと思います。

「天塩川下流汽水環境検討会」設立趣旨

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。この下流汽水域は、自然河岸にはヨシ群落が生育し、汽水性の底生生物や魚類、

鳥類など多様な生物の生息・生育環境を形成し、オジロワシやオオワシなどの渡り

の重要な中継地にもなっているほか、河口部は全国有数のヤマトシジミの産地でも

あります。

一方、汽水域においては、捷水路工事による河道の直線化や浚渫により多様な河

岸が減少するなど、過去の様々な営為の影響により河川環境が変化し、悪化してき

ております。

こうしたなか、平成９年に改正された河川法に基づき、平成１９年１０月には「天

塩川水系河川整備計画（大臣管理区間）」が策定されており、この河川整備計画の

基本理念としては、『天塩川水系の有する河川環境の特性に配慮し、必要に応じて

ミティゲーションの考えを取り入れて、テッシやサケ・サクラマス、イトウ、シジ

ミ等を育む天塩川の有する自然豊かな環境の保全・形成に努める。』こととされて

います。その実施にあたっては、『天塩川下流の汽水域においては、かつて有して

いた汽水性の水環境や多様な河岸などの河川環境を回復させるための取り組みを

実施するなど、関係機関等と連携して、多様な生物の生息・生育環境の保全や整備

を図る。特に地域にとって重要な漁業資源であるヤマトシジミの生息環境について

は、関係機関等が連携して天塩川本川、サロベツ川、パンケ沼など汽水域の良好な

河川環境の保全や整備に取り組むとともに、かつてシジミが生息していた旧川の活
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用に向けた調査検討など、その保全や整備に向けた取り組みを積極的に進める。』

こととされています。

このため、天塩川本川下流における汽水環境の回復を目指す天塩川下流汽水環境

整備計画（案）を策定するために、河川環境に関し学識経験者を有する方や天塩川

下流域に知見の深い方々の意見を聴取するための「天塩川下流汽水環境検討会」を

設立するものです。

以上が、設立趣旨でございます。

続きまして、天塩川下流汽水環境検討会設置要領についてご説明します。

次のページに記載されております。

天塩川下流汽水環境検討会 設置要領

（目的）

第１条 この要領は、『天塩川下流汽水環境整備計画（案）』（以下「整備計画（案）

という）の検討を行うため、北海道開発局留萌開発建設部が天塩川下流汽水

環境検討会を設置することを定めるとともに、その審議事項等を定めること

を目的とする。

（設置）

第２条 北海道開発局留萌開発建設部に、天塩川下流汽水環境検討会（以下「検討

会」という。）を設置する。

（審議事項）

第３条 検討会は次に掲げる事項を審議する。

天塩川本川下流において、鳥類や魚類、汽水性底生生物が生息生育できる多

種・多様な汽水環境の回復に関する事項、観光や漁業など河川を利活用する

地域産業の発展と、河川環境との共存・共生に関する事項。

（組織）

第４条 検討会は、学識経験を有する者等のうちから北海道開発局留萌開発建設部

長が委嘱する者をもって組織する。

２ 委員の任期は１年とし、再任を妨げない。

３ 検討会に、座長と副座長を置く。

４ 座長は、委員の互選により選出し、検討会の事務を総括する。

５ 座長は、委員の中から副座長を指名する。

６ 副座長は、座長を補佐し、座長不在の時は、その職務を代行する。

（オブザーバー）
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第５条 検討会には、必要に応じて関係者をオブザーバーとして参加させることが

できるものとする。

（議事等）

第６条 検討会は、座長が召集する。

２ 検討会は、委員の２分の１以上の出席をもって成立する。

３ 検討会の議事は、原則として公開するものとする。

（事務局）

第７条 事務局は北海道開発局留萌開発建設部治水課に置く。

２ 事務局は、検討会の運営に必要な事務を処理する。

（雑則）

第８条 この要領に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、座長が

検討会に諮って定める。

附 則

この要領は、平成２０年６月２日から施行する。

以上が設置要領でございます。

続きまして、委員の先生とオブザーバーの皆様をご紹介いたします。

事務局から見て、手前から時計逆回りにご紹介させていただきます。

元 北海道立水産孵化場 内水面資源部 部長の今田和史様。

（よろしくお願いします。）

元 北海道立水産孵化場 場長の岡田鳳二様。

（よろしくお願いします。）

続きまして、ＮＰＯ法人 北海道水文気候研究所 理事長の高橋英紀様。

（よろしくお願いします。）

続きまして、元 北海道大学大学院工学研究科 助教授の橘 治国様。

（よろしくお願いします。）

続きまして、独立行政法人 土木研究所寒地土木研究所 水環境保全チーム、上席

研究員であります山下彰司様。

（よろしくお願いします。）

続きまして、ＮＰＯ法人 天塩川を清流にする会 理事長、本田善彦様。

（よろしくお願いします。）

続きまして、オブザーバーの方々を紹介いたします。

天塩町の方々です。
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幌延町の方々です。

北るもい漁業協同組合の方々です。

それから、本日はご都合によりご欠席ですが、獣医療研究機関 猛禽類医学研究

所 代表の齊藤慶輔様、ＮＰＯ法人 ＮＰＯサロベツ 理事、三上正宏様にもお願い

しております。

以上で、本検討会の設立趣旨・設置要領・委員の紹介を終わらせていただきます。

〇柿沼課長

ただいま説明がありました設立趣旨、それから設置要領についてご質問等ありま

したら、お願いします。

もしなければ、次に座長の選出の方に移らせていただきますけれども、よろしい

でしょうか。

それでは、座長の選出ということで、設置要領では、委員の互選により座長を選

出するということになっておりますが、いかがいたしますか。どなたか、他薦でも

自薦でも結構なのですけれども。

○岡田委員

はい。

○柿沼課長

岡田委員の方からお願いします。

〇岡田委員

底生生物の専門家で、天塩のシジミ委員会の委員もされております、そして天塩

川の下流域の環境に大変精通しております今田委員を座長として推薦したいと思

います。

〇柿沼課長

ただいま岡田委員の方から、座長に今田委員の推薦がありましたけれども、皆様、

いかがでしょうか。

（「異議なし」の声あり）

委員の皆様から異議なしということで、今田委員の推薦について賛同を得ており

ますが、今田委員の方はご了承いただけるでしょうか。
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○今田委員

はい。

○柿沼課長

ありがとうございます。

それでは、天塩川下流汽水環境検討会座長は、今田委員とさせていただきます。

座長には、座長席を設けておりますので、そちらの方に移動していただき、ご挨

拶をいただいて、それから引き続き議事の進行をお願いしたいと思います。

よろしくお願いします。

〇今田座長

ただいまご指名をいただきました今田でございます。

先輩諸氏の中で、若輩の私には、やや荷の重い役目でございますけれども、今回

の成果については、地元の皆様方の関心も高く、また、その期待もかなり大きなも

のがあろうかというふうに思っております。委員の皆様方のお力添えをいただきな

がら、本会の目的を達成したいと考えておりますので、どうぞ皆様のご協力をよろ

しくお願いいたしたいと思います。

それでは、座りまして議事をさせていただきたいと思います。

次に、議題の１にございます設置要領の中で、第４条第５項目に副座長の指名を

座長がするということになってございます。私の方からご指名をさせていただきた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

それでは、副座長には高橋委員さんにお願いしたいと思います。よろしいでしょ

うか。

（「異議なし」の声あり）

それでは、皆様のご了解を得たということで、高橋委員に副座長をお願いしたい

と思います。

それでは、次の議題の方に移らせていただきます。

議題２にございます天塩川下流汽水環境検討会の運営方針について、事務局から

ご説明をお願いしたいと思います。

〇青木河川環境管理官
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天塩川下流汽水環境検討会運営方針（案）を説明いたします。

資料の１－４ページにありますので、お開きください。

天塩川下流汽水環境検討会 運営方針（案）

以下、天塩川下流汽水環境検討会を「検討会」という。

１．検討会の公開について

（１）検討会の公開

検討会については、公開で行う。

（２）検討会資料等の公開

検討会資料及び議事録は原則として公開とし、事務局はホームページへ掲載

を行う。

２．検討会の記録

事務局は、検討会の議事内容について、その議事録を作成し、座長及び出席した

委員の確認を得なければならない。

３．意見の聴取

座長は、検討会の進行上必要があると認めるときは、他の専門家等からその意見

聴取その他必要な措置を講じることを事務局に要請することができる。

以上でございます。

〇今田座長

ありがとうございます。

ただいま検討会の運営方針の案の説明をいただきましたけれども、これからご意

見等をお伺いしたいと思います。

その前に１つ、事務局に対して確認をしておきたいのですけれども、今回の１の

（４）の議事録等については公開というふうになってございます。その際、発言者

の氏名についても公開するということでよろしいでしょうか。

〇柿沼課長

それについては、事務局としてはどちらでもいいのですが、委員の方々の了解が

得られれば、できれば記名という形にさせていただきたいのですが。

〇今田座長

それでは、委員の方にお諮りをしたいと思いますけれども、ご発言内容はお名前
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を記して発表するということでよろしいでしょうか。

何か異議がございますか。

なければ、今、事務局の方からご説明がありましたように、名前を記して公開す

るということでご了解をいただきたいと思います。

それでは、ただいまの運営方針について何かご意見等ございませんでしょうか。

なければ、原案どおり、運営方針とさせていただきたいと思います。

次に、議題の３に移ります。

天塩川下流汽水環境整備について、事務局の方からご説明をいただきたいと思い

ます。お願いいたします。

〇青木河川環境管理官

それでは、天塩川下流汽水環境整備についてということで、治水課、青木が説明

させていただきます。

まず、天塩川の概要から説明いたします。

源流は、士別市の北見山地天塩岳となっております。

流路延長は２５６ｋｍ、日本で４番目に長い川です。

流域面積は５，５９０ｋｍ２、日本で１０番目に広い流域を持っております。

流路延長４番目に対して、流域面積が１０番目ということで、これは本川に対し

て大きな支川が入っていないということが分かるかと思います。

流域人口につきましては、９万人、貫流している市町村は、天塩町、幌延町、中

川町、音威子府村、美深町、名寄市、士別市、２市４町１村になっております。

北海道で一番有名な石狩川と比較しますと、石狩川の流路延長が２６８ｋｍ、天

塩川が２５６ｋｍですから、ほぼ同じです。

流域面積につきましては、石狩川１万４，０００ｋｍ２、天塩川が５，５００ｋ

ｍ２ですので、およそ天塩川が３分の１程度、流域人口につきましては、石狩川は

２５０万人、天塩川が９万人ですので、天塩川はおよそ２８分の１程度の流域人口

となっております。

河口部ですが、利尻礼文サロベツ国立公園内にありまして、昭和４９年に制定さ

れております。国立公園は、北海道で６箇所あります。

天塩川本川も、北海道遺産に平成１６年に選定されております。北海道遺産は、

５２個の遺産が北海道で登録されておりますが、大抵は時計台とか、そういったよ

うな建物指定が多いのですけれども、自然が対象となっているのは、５２箇所のう

ち１１箇所しかなく、そのうちの１箇所ということです。
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ラムサール条約につきましても、平成１７年に登録されております。北海道では、

釧路湿原、ウトナイ湖など１２箇所登録がされております。

ちなみに、日本全部では３３箇所指定されておりまして、そのうち３分の１以上

が北海道に集中しているような状況であります。

続きまして、天塩川下流の人口及び産業の変化ということであります。

人口につきましては、大体ピーク時の半分ぐらいになっているような状況であり

ます。

耕作面積につきましても、１９７０年の後半までは増加傾向にありましたが、そ

れからは、ほぼ横ばいとなっております。

牛の飼育数につきましても、１９９０年代までは増加傾向にありましたが、それ

以降は、若干減っているような状況にあります。

工業出荷額につきましては、天塩町と豊富町につきましては、ほぼ横ばいですが、

幌延町については、非常に高い伸び率を示しております。これは雪印工場の要因と

いうふうに聞いております。

続きまして、天塩川下流の土地利用の変化ということです。

昭和２６年当時、湿原と湿地が全体の半分ぐらいの面積を示しておりましたけれ

ども、平成１６年には、大体これが半分程度、全体を示す割合も４分の１程度とい

うふうに減少しております。

森林面積につきましては、平成１６年も昭和２６年もそう変わっておりません。

湿原・湿地が減った分は、農地が大体増えているというようなことが分かるかと思

います。

続きまして、天塩川下流の土地利用の変化ということです。

昭和４７年と平成１３年の土地被覆分類図を比較してみると分かるとおり、これ

がパンケ沼で、これがペンケ沼なのですけれども、まずペンケ沼の方が小さくなっ

ています。この周りの湿原についても、農地が非常に増えている状態が分かるかと

思います。パンケ沼の周辺についても湿原が広がっていたのが、この赤色の区域で

乾燥化が進んでいるということがこれから読み取れるかと思います。

続きまして、天塩川下流シジミの採取量の変化ということです。

主な漁獲につきましては、サケ、シジミ、カレイ、ホタテ、タコなどがあります

が、パンケ沼のシジミの採取量が昭和５９年のピークの５２４トンと比較すると、

今は１８トン程度ということになっております。

本川のシジミ採取量につきましては、もともと平成４年ぐらいまでは、本川では

余り採ってなかったというふうに聞いております。パンケ沼が減ってきたことによ

って、本川でも漁をするようになったのですけれども、それもだんだん減ってきて
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いる状態となっております。

続きまして、過去の天塩川ということで、こういった自然河岸が非常に多い汽水

性の豊かなところ、今日のリファレンスサイトもちょうどこんなような感じだった

と思います。昔はこういったような渡船場があったりしていたということが分かる

かと思います。

次に、天塩川河口部の変遷なのですけれども、このときの水位の高さが分からな

いのですけれども、浚渫、河道掘削によって明らかに河道幅が広がっているという

ことが分かります。こういったような湿地につきましても、堤防ができたり、浚渫

排泥池ができたりして埋まってしまったということが分かります。この辺の河畔林

については、現在もまだ残っていることが分かります。こういったような湿地があ

りましたけれども、このような堤防ができたり、農地ができたりして、河畔林等が

失われたということが分かるかと思います。

続きまして、河川改修工事の変遷、遍歴です。

今回の汽水整備対象となる河口部からＫＰ１４ｋｍ、このあたりまでにつきまし

ては、主に昭和５５年ころから本格的な工事が始まっております。昭和６０年ごろ

まで河道拡幅、この緑色が主な工事でして、平成２年まで河床掘削を主に施工して、

それ以降については、中水敷を整備しているというような状況です。

次に、これはショートカットの変遷なのですけれども、ここに昭和２２年、昭和

４３年、昭和５９年、平成１３年とありますが、昭和２２年と平成１３年を比較す

ると、非常にショートカットが進んで、シンプルに直線化された河道になったとい

うことがお分かりかと思います。

ただ、平成１３年と昭和５９年を比較しますと、ほとんど変わっていませんので、

今の河道状況になったのは昭和５９年、今から２５年ぐらい前から、大体今の状況

になったかと思われます。

天塩川下流の水文状況の経年変化ということですけれども、これは過去からずっ

とプロットしているものなのですけれども、基本的に相関は特になかったのですけ

れども、１つだけ、この河口部の最低水位が明らかに下がっております。これは、

やはり河道部の浚渫が原因だろうというふうに思われます。

ただし、下から２番目の渇水位については、ほとんど変わっておりませんので、

全体の流況を考えると、さほど変わった状況にはないだろうと考えております。

続きまして、天塩川下流の水質状況の経年変化ということですけれども、天塩川

河口と天塩大橋につきましては、昭和６１年からのデータしかありませんでしたの

で、それを記載しております。基本的に、すべて大体横ばい状況となっておりまし

て、天塩川河口については、大した水質の変化はないというふうに思っております。
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ただ、上流の美深橋、これと円山についてはかなり古いデータがありましたので、

これについて載せております。注目していただきたいのは、この美深橋のＢＯＤの

昭和４０年代のこのあたりなのですけれども、非常に高い値になっておりまして、

瞬間的には２０ｐｐｍぐらいの数値も出ているというふうに聞いております。

ただ、ここでピークを抑えている年次は、ちょうど円山の方でも抑えられている

のですけれども、一応、これの数値よりも下回っていると。これはやっぱり美深橋

の場所と円山の場所がこれだけ離れているということと、支川がこういったような

形で入っているということで、河川水が希釈されて、こういったような形でＢＯＤ

が下がっています。丸山でも下がっているので、天塩大橋、天塩河口についても、

この環境基準値を超えるような値にはなってないと考えております。

続きまして、水辺の国勢調査です。

水辺の国勢調査というのは何かといいますと、植物や魚類、底生動物や昆虫その

他いろいろな種類があるのですけれども、それを毎年、順繰り順繰り調査して、ど

ういう生物がいるかということを調査している資料でございます。

まず初めに、植物です。

植物につきましては、平成１６年に調査しております。

河口部につきましては、１００種類程度の種が確認されております。河口部には、

ハマナス、ミズナラの群生が確認されております。

特定種としましては、エゾオオヤマハコベ、ホロマンノコギリソウなどが確認さ

れております。

続きまして、魚類・底生動物でございます。

平成１８年に同じく調査しまして、これも３順目の調査です。

魚類につきましては、１６種類の確認がされております。代表種としては、ビリ

ンゴ、アシシロハゼ、これは２つともスズキ科、ハゼ科の魚類だそうです。それと、

Tribolodon 属、これはウグイの仲間の魚類だそうです。これが代表種としてあり

ます。

特定種としましては、ヤマメ、エゾトミヨ、ミミズハゼ等が河口部の方で確認さ

れております。

底生動物では、定性採集では、ゴカイ、スジエビ、ミズゴマツボ、これはタニシ

みたいな形をしている貝だそうです。これが採集されております。

定量採集では、ゴカイ、ヤマトシジミが採集され、１１科１１種目が確認されて

おります。

一般的に、底生動物でゴカイが確認されると、水質的に余りきれいじゃないとい

う批評を受けがちなのですけれども、天塩川下流については、水質よりも汽水性で
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あることが良く分かるかと思います。

続きまして、水辺の国勢調査の鳥類・昆虫です。

鳥類につきましては、代表種としてカモメ類、渡り鳥であるカモ類などが多く確

認されております。

特定種としましては、カワウ、オジロワシ、オオワシが確認されています。今日

の現地視察で、私も初めて見たのですが、偶然オジロワシを見ることができまして、

なかなか威厳のある鳥だと思いますけれども、その鳥が特定種としております。

昆虫としましては、河口部で１１目２５９種が確認され、上流側では、若干こう

いったような特定種も確認されております。

天塩川下流の自然環境の特徴ということですけれども、餌場の上位種としまして

は、イトウ、オジロワシ、オオワシなどがいまして、それに食べられるサケ、ヌマ

ガレイ、それと渡り鳥のカモ類、更にそれらに食べられるゴカイ、ヤマトシジミ、

こういったものが支えている底生動物類で構成されております。

これを模式図的にしたものが、これでございます。

まず、砂質環境がゴカイ、ヤマトシジミを育てます。この辺の汽水性の水環境が

植物プランクトンを擁し、マコモ等を育てまして、底生動物のスジエビ等が生息し

ます。それを食べるウグイ、サケ、ミミズハゼなどがいて、更にそれを食べる上位

種がいると、こういうような大きな三角形を形成していると言えると思います。

自然環境の特徴なのですけれども、天塩川の特徴としまして、道北に存在する声

問川、増幌川、猿払川、こういったような河川の中で、まず唯一、冬場、河口部が

結氷しない河川ということが言えます。その理由は、河口部の川幅が非常に広いと

いうことと、それと河口部の勾配が非常に緩やかなものですから、塩水が遡上して

結氷しづらいということで、こういったようなカモ類の渡りの中継基地として、非

常に重要な特徴があります。

続きまして、現在の天塩川の汽水環境の現状ということで、河川がいろいろと工

事をしたことによって、どういうようなことが起きたかということを説明したいと

思います。

まず初めに、浚渫の影響を説明したいと思います。

浚渫を行ったことによって、このマウンド部分がなくなったことによって、今ま

でマウンド部が仕え棒になっていたものがなくなりましたので、海水が非常に入り

やすくなり、この海水の塩淡面が上がってしまいました。塩淡面の上昇により、今

まで良好であった、この汽水域の水面が上に上がって、浅場となる環境が確保でき

なくなったというような状況にあります。

続きまして、河床材料の細粒化ということですけれども、中水敷掘削をしたとき
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に、この細粒土である粘土・シルトが、この棚の部分に露出してしまいました。こ

ういったような形で、細粒土が上がってしまう状況になっています。粘土シルト質

は、シジミには良くないということを聞いております。そういったことによって、

この辺の底生生物がどうしても減少してしまう状況になっております。

続きまして、ショートカットによる汽水域の減少ということなのですけれども、

もともと川はこういう形で蛇行していたのですけれども、それをショートカットし

て、もともとこの辺にあった良好な汽水域を減少させてしまったということです。

まとめとしまして、河川の流下能力等を上げるため、浚渫等による河道改修を実

施した結果、汽水性の浅場の減少、河床材料の細粒化、ショートカットによる汽水

域の減少、これが大きな３つの要因となっております。

この３つの要因で、要するにこの三角形を司る、一番下の底辺である汽水域の物

理環境の底辺が狭まっている状況にあります。その結果、今、上位種であるオジロ

ワシ、オオワシ等はまだ生息していますけれども、非常に将来的には不安定な三角

形になるということであります。

天塩川水系河川整備計画の目標ということで、天塩川水系河川整備計画に載って

いるのですけれども、「天塩川下流の汽水域においては、かつて有していた汽水性

の水環境や多様な河岸などの河川環境を回復させるための取り組みを実施するな

ど、関係機関等と連携して、多様な生物・生育環境の保全を図る。」

「特に地域にとって重要な漁業資源であるヤマトシジミの生息環境については、

関係機関等が連携して天塩川本川、サロベツ川、パンケ沼など汽水域の良好な河川

環境の保全や整備に取り組むとともに、かつてシジミが生息していた旧川の活用に

向けた調査検討など、その保全や整備に向けた取り組みを積極的に進める。」とい

うふうに記載されております。

それを受けまして、今回の環境整備の目標なのですけれども、「天塩川下流域に

おいて鳥類や魚類、汽水性底生生物が生息できる多種・多様な汽水環境の回復」、

「ヤマトシジミ漁業に代表される地域産業、河川利用と河川環境との共存・共生」

を目標としております。

整備計画の目標なのですけれども、河口部からＫＰ１４ｋｍ、ここまでを整備計

画としております。これをすべて整備するというイメージではなくて、この中で重

要なところをピックアップして整備を進めていくという考えです。

整備計画のイメージ概念なのですけれども、まず、失われた汽水域を回復するた

めに、今、現況がこういう形になっているところを、こういう形で掘削をいたしま

す。底質調査をいたしまして、そういったような粘土・シルト、余り底生生物が好

まない底質については、こういったような覆砂をする。更に、河岸についてはヨシ
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などの水草を植え、そしてこの辺の水辺の河岸環境を良くしようということが整備

計画のイメージであります。

検討会のスケジュールなのですけれども、今年がここになります。まず、既存資

料の調査、リファレンスサイトの環境調査。リファレンスサイトというのは、今日、

現地視察で一番最後に行ったところです。あそこのところの環境調査を重点的にや

ろうというふうに考えております。天塩川下流汽水環境整備計画の作成を今年度中

に行いまして、環境整備事業の実施を平成２１年度から予定しております。実施を

した後に、その実施した箇所の追跡調査を行うということです。

検討会についての概念図ですけれども、有識者としまして、底生生物、魚類、植

物、河川工学、水質、鳥類の専門家の方々に委員になってもらっております。

行政としましては、留萌開建と天塩町、幌延町、それと地元住民の天塩川を清流

にする会、ＮＰＯサロベツ、こういったような形で、皆さんで考えながらこの検討

会を進めたいと思っております。

年次計画については、先ほど説明したとおり、平成２１年度から掘削の予定で、

平成２４年まで４箇年をかけて施工する予定ではあります。

地域との連携ということなのですけれども、天塩川下流では、地元ＮＰＯなど、

たくさんのＮＰＯが活動されているということで、そういったようなところと連携

をしながら、こういったような汽水環境再生の普及・啓蒙などを図っていきたいと

いうふうに考えております。

最終目標である、今年度作る天塩川下流汽水環境整備計画（案）なのですけれど

も、１番としては天塩川下流域の自然環境、２番、天塩川下流の土地利用の変化、

３番、天塩川下流の自然環境の特徴、４番、天塩川下流の自然環境の課題・問題点、

５番、自然環境の変化と原因、６番、再生すべき自然環境と物理環境、７番、環境

整備事業の進め方、こういったことを骨子にして整備計画を作りたいと思っており

ますので、皆さんよろしくお願いいたします。

それでは、私の方の説明をこれで終わらせていただきます。

〇今田座長

どうもありがとうございます。

ただいま事務局の方から、天塩川下流域における土地、水、生き物、これらの変

遷と現状についてお話をいただき、更に天塩川下流域の汽水環境が持っている現状、

それをどうしたらいいのかということについてお話をいただきました。

これまでお話いただいたものが、これから検討を加えていく計画の中の骨子にな

るものでございます。それで、これからの対策を講ずる上でも、これまでの事務局
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が用意されました、こういった変遷と現状について何かご意見、もう少しこういう

ところを足したらどうかと、ご意見をいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か。ご意見等ございませんか。

ちょっとお聞きしたかったのですが、今回の検討案のキーワードになる、あるい

はキャッチフレーズになる言葉を考えてみたのですけれども、資料の２５ページに

大きく２つございますね。それが２８ページに行きますと、もう少し言葉が削られ

て、結構シンプルな言葉になって、２つ並んでいます。「多種・多様な汽水環境の

回復」、それから「地域産業、河川利用と河川環境との共存・共生」と、この２つ

が今回の整備計画のテーマだというように考えてよろしいですか。

それと、もう１つあったのですけれども、資料の２ページ目で、天塩、幌延、豊

富の耕地面積が昭和５０年ぐらいがピークで、あとほとんど変わらないというよう

なプランに見えて、それに呼応するように、各町の牛の飼育頭数が同じような動き

をしています。もしご存じの方がいたら答えていただきたいのですけれども、基本

的には牛の飼育頭数というのは、昭和５０年ぐらいでピークを打って、その後ほと

んど変わらないと。それに合わせて草地が造成されてきて、それも現状、この何十

年かは変わってないのだという、そういうふうに理解してよろしいのでしょうか。

どなたか教えていただけませんか。

〇オブザーバー（天塩町）

今の件ですけれども、乳量よりも、生産調整が始まりましたので、それによって

乳量が抑えられてきています。それと同時に進行しているのは、離農が相次ぎまし

て、離農する農家の周辺の方がその土地を購入して、その隣の方が乳牛を増やして

いくので、戸数はどんどん減っておりますけれども、一戸当たりの生産乳量からす

ると、右肩上がりで上がってきていると思います。全体の天塩町の乳量としては、

伸びていかないというような状況だと思います。

〇今田座長

ありがとうございます。それと、飼育頭数とか、利用している土地の広さという

のは、ほとんどこの２０年ぐらいですか、変わってないのだというふうに考えてよ

ろしいですか。

〇オブザーバー（天塩町）

そのとおりで、新たな土地の開発というのは、目立った開発はないと思います。

離農跡地の購入ということで、本当に戸数は減っておりますので、それを周りの方
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が購入、または借りて耕作しているという状況だと思います。

〇今田座長

ありがとうございます。

ほかに、委員の方でどなたかご質問、ご意見等ございませんか。

どうぞ。

〇高橋委員

２７ページのところで、イメージ図で、現状の土をある程度掘削して汽水域を作

るということですね。これは、後のイメージ図なのですが、具体的な話はこれから

ということでいいのですか。それで、この土をどこかに移動するということですか。

〇柿沼課長

もしこの形でやるのであれば、土はどこかに持っていくということになるかと思

います。あくまでもイメージ図なので、これどういうふうな形で汽水環境を回復し

ていくかということを、この検討会の中で議論していただければいいかと思います。

〇今田座長

ありがとうございました。

ほかに、橘先生、何かございませんか。

〇橘委員

今から私が話すことは、文句を言うとか、そういうことでは絶対ありませんので、

前もってお断りしておきます。

先ほど高橋先生から、２５ページの目標について、鳥類や魚類、汽水性底生生物

が生息できる、そういう水環境の回復、それからヤマトシジミ漁業、こういうもの

に代表される河川環境の造成を目指すことでよいかとのお話がありましたが、実際、

ヤマトシジミのほかにも、この天塩川下流ですと、下流の水を利用した農業とか、

それから牧畜の農業という、そういうものも地域産業としてあるわけなので、この

天塩川の改修も、そういうものと非常に密接に関わってくるのではないかと思いま

す。

ただ、今回は、ここに書いてあるように、河床の生物、底生生物を十分に回復さ

せるということで、対象範囲はいいのですけれども、考えるときの広さというのを

もう少し広く考えていったらどうかと思います。例えばこういう検討会の中にも、
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役場の方に、オブザーバーの人がいつもおられればいいのですけれども、農業関係

の方とか、環境関係の方とか、大きく見るとそういう意見も絡んでくると思います。

シジミについて議論するときに、その辺をどういうふうな範囲で考えておられるの

かとお尋ねしたい。

〇今田座長

というのは、下流域といっても、水の使い方というのがもうちょっと広がりがあ

るだろうということですね。

〇橘委員

そういう広いことで決まってくるだろうということです。

〇今田座長

今の橘先生のご意見に対して、事務局で何かご回答になるものはございますか。

〇柿沼課長

今日初めてなので、まだ具体的な提言というところまで、いかないと思いますが、

そういった提言みたいなのを検討会の中で出していただいて、オブザーバーとして

天塩町、幌延町が入っており、農業関係も当然入っているので、そういった中で提

言としていただいて、できるものについては連携して行っていくというような形に

なろうかと思います。具体的に提案が出てきた段階で、また事務局として調整した

いと考えていますけれども、そこは議論していただいて結構だと思います。

〇今田座長

ありがとうございます。先生、いかがですか。

〇橘委員

いろいろなことを考える必要があり、ここに書いてある、例えばシジミについて、

うまくやるためには農業との十分な話し合いが必要だと思います。この検討会の結

論だからこうしてくださいというよりも、こういう場で一緒に常に話していただい

た方が、話として、また地域としてもうまくいくのでないかなという感じがしまし

た。

〇今田座長
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農業の方も、できれば一緒にいてもらうということですね。

〇橘委員

いや、時々でもいいです。私は農業関係者も入れて考えて、最終的な結論でこう

しましょうとした方がいいと思います。農業の方にはこうしてくださいというよう

な話でなくて、前々から話し合ったように、こういうふうにしていきましょうと言

えるような形の方がいいのでないかなと思います。

〇今田座長

分かりました。それでは、今の橘先生のお話、事務局の方でご検討いただいてと

いうことでよろしいですか。

〇柿沼課長

はい。

〇今田座長

ほかに。山下先生、どうぞ。

〇山下委員

２７ページの河岸回復のイメージ図で、掘削をするということですけれども、こ

れは当初から掘削を計画している場所を掘削して、治水上安全度もあがるという話

もあるのですか。

〇柿沼課長

河川整備計画が去年の１０月にできたのですが、その計画には、下流域について

は掘削というのは予定していません。あくまでも環境の回復を目指して掘削に手を

かけるということになると思います。基本的には現状の治水の安全度といいますか、

川の洪水の流す能力を小さくするようなことはできないと考えていまして、大きく

する方向で、なおかつ環境が回復するというような方法をとるには、こういった河

岸掘削という形になると考えています。

〇今田座長

よろしいですか。

それでは、岡田委員の方から何かございますか。
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〇岡田委員

資料の５ページにありますとおり、河口域でのシジミの採取量がパンケ沼では劇

的に少なくなっていますし、本川でもピーク時の３分の１くらい、半分以下になっ

ているということで、更にサビの問題もいろいろあるということで、シジミについ

ていろいろ対策していかなくてはならないということは理解できるのですけれど

も、そのほかに、汽水域はサケ、サクラマスも通過して行きますし、イトウ等も生

息していると思います。事務局でなくて、地元のどなたからでも結構なのですけれ

ども、今対象としている下流域で、シジミのほかの魚類で、昔と比べて変わって問

題になっているような事例があれば、教えていただきたいと思っております。

〇今田座長

ただいまの岡田委員からの質問ですけれども、天塩町あるいは幌延町さん、何か

回答になるようなものはございませんか。

〇オブザーバー（天塩町）

シジミについては、皆さんご存じと思うのですけれども、一番採れた時で、今か

ら１２～３年前で６００トンをちょっと超えるということがありまして、昨年は７

８トンです。どのぐらい資源量があるのかということでは、２３０トンぐらいで、

これは今年度も変わっていません。ただ、天塩川でシジミ以外ということになりま

すと、漁組の吉田さんが来ておりますので、その辺答えていただければと思います

が、どうでしょうか。

〇オブザーバー（北るもい漁協）

河岸のシジミにつきましては、今、天塩川本流とサロベツ川で採っていますけれ

ども、パンケ沼がほとんど主流でやっていましたので、川の採捕量はそんなに伸び

ていません。ところが今、パンケ沼の方が悪くなってきていますので、天塩川本流、

サロベツ川の方である程度採っているという状態であります。

あと、漁業に関しましては、サケの捕獲事業につきましては、昔と同じなのです

が、シラウオや、ワカサギが、川が深くなったものですから、網ダチが合わないと

いうことで採れなくなっています。以上です。

〇岡田委員

漁業権の対象になっているのですか。
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〇オブザーバー（北るもい漁協）

ワカサギだけが漁業権対象で、シラウオは対象になっていません。

〇今田座長

今でも、そのシラウオとかワカサギの魚影は見えるのですか。

〇オブザーバー（北るもい漁協）

魚影は見えます。シラウオは、パンケ沼まで上りますので見えますけれども、川

での漁業はできません。

〇今田座長

どうですか、よろしいですか。

どうもありがとうございます。

〇岡田委員

非常に細かいことなのですけれども、その河口域での魚類の生息と関係があるの

かなと思って資料を見ていましたが、資料６の一番左上の昔の写真というか絵で、

右岸の砂州が一部で切れているように見えるのですけれども、昔はこういうふうに

切れていたということなのでしょうか。河口がここで、現在のように南下してなか

ったということでしょうか。

〇本田委員

河口ができる前は、その年、その年によって間口が変わったのですね。

〇岡田委員

その関係でいくと、この年は、右の上のところが河口であったということですか。

〇オブザーバー（天塩町）

６ページの左上の絵は、１４５年ぐらい前の天塩川ですね。これは庄内藩の…

〇本田委員

この当時の写真を見ますと、今のちょうどこの辺ぐらいが河口になった時もある

のですね。その年、その年で随分変わっていた。大体、昭和３０年ぐらいからは、
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比較的安定して、今の河口の状態が続いています。

〇岡田委員

ありがとうございます。

〇高橋委員

先ほど、ちょっと現場でお話を聞いたのですけれども、鏡沼のあたりが昔、河口

だったということでした。今の江戸時代の図というのは、鏡沼のあたりでもないで

すね。

〇本田委員

ちょうど３丁目、４丁目と言いまして、ここから４丁ぐらい遠別側に行ったとこ

ろに、今の庄内藩の屋敷が海岸の方に建っていたのですね。鏡沼はもっと、５～６

丁南の方に入っていくのです。

〇今田座長

本田委員さんの方から、何かご質問とかご意見ありますか。

〇本田委員

私は、どういう形でこの委員になったらいいのか、天塩町のシジミをはじめ、こ

の環境が非常に悪くなってきた中にあって、私どもは清流にしようということで、

昔の川に戻したいと思っています。例えばシジミもたくさんいましたし、ちょっと

夢みたいな話ですけれども、昭和１０年ぐらいまではチョウザメが天塩のこの川で

もたくさん上がってきて採れたのですね。そしてその当時は、チョウザメの身は全

然おいしくなく、キャビアを食べるという考えまでいかなくて、チョウザメはおい

しくないものだと、そういう印象を持っていたようでありますが、私どもとしては、

もう１回清流に戻して、チョウザメが戻ってこないかなと思っています。もちろん

シジミですとか、あるいは先ほどから出ているワカサギや、シラウオですとか、漁

業も、ただ海にだけでなくて、年を取った人によると、昔、ワカサギとかエビの佃

煮工場がたくさんあったそうなのです。ですから、そういうふうにもう１回戻した

いと考えておりますので、私たちは専門的な知識が全くないので、お願い一本にな

ろうかと思いますけれども、よろしくお願いします。

〇今田座長
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分かりました。事務局の方から何かございますか。

〇柿沼課長

この検討会とは別に、今、同時進行で天塩川流域全体の魚類の生息環境保全に関

する専門家会議というのをやっております。そちらの中でもチョウザメをもう一度

天塩川にというような話も出ておりまた。具体的に本日のこの検討会については、

下流の気水域に限った、魚類だけでなくて全般の環境保全という目的なのですが、

この汽水域で、特に例えばチョウザメの生息に汽水域が重要な場所だということで

あれば、夢に近い目標となりますが、チョウザメも棲めるような汽水域というよう

なことも可能かなとは思います。私も専門でないので分からないのですが、この汽

水域でチョウザメが特に重要だということであれば、そういったことも検討の中に

入れていただいてよろしいかと思います。

〇今田座長

ありがとうございます。よろしいですか。

〇本田委員

先ほどの先生の方からお話のあった、今日、漁業者もオブザーバーに入っていま

すし、私もそもそも漁師ですから、漁業のことは大体のことは分かるのですけれど

も、天塩町はやっぱり一番の主力が農業なので、決まったことを、ただこうなった

よと言うよりも、農業の方にもオブザーバーとして入って聞いてもらった方が、理

解をしてもらうことが多いのでないかと思いますので、その辺もご配慮いただきた

いと思っています。

〇今田座長

これについて、事務局の方でご検討いただくということでよろしいですか。

〇柿沼課長

地元の町とこれから調整しまして、お約束はできないですが、可能であればとい

うことで、次回以降、検討したいと思います。

〇今田座長

ということで、よろしいでしょうか。まだご意見あろうかと思うのですけれども、

先に議事を１つ進ませていただいて、その後、時間が取れますので、その中でもう



25

少し、オブザーバーの方を交えてお話しする機会を持ちたいと思います。

先に議題の４の本検討会の進め方について、事務局の方からご説明をいただきた

いと思っていますが、よろしいですか。

どうぞ、お願いいたします。

〇青木河川環境管理官

資料の２－１になります。２のその他の資料ということで、検討会の進め方につ

いてです。

第１回検討会は６月２日の今日の検討会で、検討会の設立、天塩川下流の概要・

課題・要因分析、それと今日は現地視察ということで進めさせていただきました。

今回の検討会を受けまして、ワーキングということで、かつての治水環境の把握、

浅場の変遷、現況の把握、課題の整理を行いまして、第２回目の検討会を開きたい

と思っております。その中で目標設定、具体的事業等が次回の検討会で示されるか

と思われます。そこでいろいろな課題が多いようであれば、必要に応じてフィード

バックしていくということです。

目標設定と具体的事業がある程度固まりましたら、次のワーキングで汽水環境整

備計画の素案の提示を行います。その提示をもって検討会に臨みまして、整備計画

の案を作っていきたいと思っております。その中でまた、いろいろな問題が生じた

場合については、ワーキングに戻して、もう１回案を練り直すということを繰り返

しやって、今年度中に整備計画案を作成したいと思っておりますので、よろしくお

願いいたします。

以上です。

〇今田座長

ありがとうございます。ただいま事務局の方から提示のありました、これからの

進め方について、委員の方で何かご質問等ございますか。

では、事務局の提示どおり、了承していただいたということでよろしいでしょう

か。

どうもありがとうございます。

それでは、懸案の議題については、一応この４つで終わりなのですけれども、も

う少し時間がございますので、オブザーバーの方も含めて、全体を通しての質疑応

答の時間を取りたいと思います。

○橘 委員
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また、ちょっと言いにくいようなことなのですが、青木さんが珍しく、開発局で

余り言われないですけれども、ショートカットの問題点を言われましたね。けれど

もショートカットは、当時、そのとき悪いことばかりではなく、ショートカットに

より、住んでいる方にプラスの面もあった。今一つの悪い面としてこういうものが

出てきているということだと思います。まず、最初にお聞きしたいのは、２５６ｋ

ｍの天塩川が本来何キロぐらいあったかということです。この近辺で本来どのぐら

いの川の長さがあったものが、何キロぐらい短くなったかというような、ちょっと

概要的なことを教えていただけたらと思います。

○青木河川環境管理官

確実なことが言えないのでちょっと即答はできないのですけれども、記憶では、

石狩川だと１００ｋｍとかよく言われていますけれども、天塩川についてはちょっ

と勉強不足で即答できないので、同じぐらいだったと思うんです。

○橘 委員

分かりました。それで、結局言いたいのは、プラスになった面もあるということ

です。ただ、これからいろいろな河川改修とか何かをするというときに、そのプラ

スの人に、今問題になっている方が大きいから、少しプラスになっている方をマイ

ナスにしていってはどうかということだと思います。例えば釧路川だったら、もと

の蛇行に戻すとかがありますが、僕は天塩川はそういう極端なことはいらないと思

います。どちらかというと、今まで我々が見落としていた、環境に影響する工事を、

そういうことを意識しながら丁寧にやっていけば、かなりよくなると思うので、そ

ういう事業をやられてはどうかということなのです。そこはちょっと漠然としてい

て済みません。

○柿沼課長

先ほどもちょっと申し上げたのですが、今の川の流下能力は落とさないというの

を基本に考えていただければと事務局としては思っております。ですので、例えば

蛇行を戻すと、安全度は基本的にはまた昔のように下がってしまうということなる

ので、そういうことではなくて、環境に配慮した掘削みたいな形で回復できるよう

な案であればいいなというふうに思っています。

○今田座長

流れは確保する。真っすぐの流れは確保するけれども、こちら側も何かに使える
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ような工夫ができないかということでよろしいのでしょうか。

○柿沼課長

そういう考え方はあるかと思います。

○橘 委員

それで結構なのですが、今日見学させていただいて、河川の内側の広いリファレ

ンスの地域はいいと思うのですが、反対側（川の外側）に広い、昔この辺は氾濫原

だったという話をしましたが、ああいう広いところで、もう少し、昔はこうだった

から、農業の用排水路をうまく工夫する、あるいは昔の時代はいろいろなふうに水

が流れていたと思いますが、そういうことも考え直していいものかなという感じが

するのです。

○今田座長

事務局も答えにくいかと思うのですけれども、具体的にどんな答えがありますか。

○橘 委員

今のショートカットで一応落ち着いたところだけれどもこういう問題があると

いうことです。用排水系統を見直すというようなことがあると思います。

○本田委員

漁業の面ではマイナスもあったのだろうと思うんですけれども、農業の面からい

いますと、このショートカットによって、昔はちょっと雨が降ると、すぐ、酪農地

帯ですから、本当に洪水になってしまったのですけれども、今はほとんど洪水らし

いものはなくなりました。私はよく分かりませんけれども、これはショートカット

したおかげなのかなと思います。その反面に、今まではよどみがあって、稚貝など

はそのよどみで流されずにいたものが、川の流れが強くなった分、今は一気に水が

流下しますから、稚貝が流されていってしまうのではないかなという、そういう素

人考えもしております。

○今田座長

それは当たりで、間違いないことだと思います。ですから、その辺をどういうよ

うな兼ね合いをつけていくか、それを工事として取り上げられるかどうかという話

もまたいろいろあるのです。
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○橘 委員

過去の事例として、今おっしゃったようなことを整理して、新しく考えられてい

る地域に、そういうことが起こらないようにやっていっていただきたいと思います。

○今田座長

そういう要望があったということでご理解願います。

オブザーバーでご出席されている皆さんの中から、何かご質問なりご意見はござ

いませんでしょうか。

今回、事務局の方から示されました環境整備計画というのは随分多岐にわたって

おりまして、なかなか短い時間の中で理解していただくのは難しいかなという気も

するのですけれども、何かご意見、あるいは要望等ございませんでしょうか。

委員の方で追加のお話とかございませんか。

○高橋委員

環境整備の中で、将来多目的利用として、例えばある程度公園的な使い方をする

というような話はこの中で検討する可能性はあるのでしょうか。説明の中にはあり

ませんでしたが。事務局の方から、そういったことで公園に絡めたような整備は何

か考えておられますか。

○柿沼課長

公園の整備は、具体的に今のところ案はないのですけれども、せっかく地元のＮ

ＰＯの方にも委員になっていただいているので、この検討会の目標でもあります河

川利用と環境との共存・共生ということで、そういう河川の利用推進に関する提言

もいただければ、それを踏まえて、事業者として今後そういった整備を進めていく

ということも検討していきたいと考えています。

○橘 委員

５ページのシジミの採取量のことなのですけれども、現存量としては２７０トン

で、６００トンを超えるときがあったと。今は７０トンぐらいだということですが、

潜在量としては２７０トンぐらいあるのですか。

○今田座長

資源量というのは、湖で泥をとって何個いるというもの。そうすると、その湖全
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体ではどの位いるのだろうと、そういう計算をしているのが資源量という言い方で

す。そのうちからいくら採取するのがよいか、例えば１年間に１割ぐらいしか多分

増重しないと思いますので、資源量の中から１割だけ採取すればまた次の年、その

分大きくなるだろうという考え方がずっと継続されています。一番多いときの資源

量は２，４００～２，５００トンあったのですが、現在、資源量は減っているので

す。

○橘 委員

なぜ減っているのですか。

○今田座長

なぜ減っているのかというのは、次の新しい資源が増加していないということで

す。いろいろ調べていますが、卵を産むという機会はあるのですけれども、それが

年が明けて、また翌年明けると稚貝がほとんどいなくなる状況です。新しく３ｍｍ、

４ｍｍとか、１ｍｍ以下とか、ずっとサイズがそろってあるのが普通なのですけれ

ども、それが小さいのがなかなか育っていかないのです。その理由は何かというこ

とですが、それは今度説明したいと思います。

○橘 委員

環境も非常に関係しているわけですか。

○今田座長

あるというふうになっています。シジミ委員会というのが別にあるのですけれど

も、その委員会での見解としては、底質に何か問題があるのではないかということ

で考えられています。

○橘 委員

そういうことが原因となっているので、今後、砂をまくということに関連してく

るのですか。

○今田座長

もちろん関連しているのです。

○橘 委員
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きちっとした定説にはなっていないということですか。

○今田座長

何て言ったらいいのか、詰められるとちょっと困るのですけれども。本州の方の

湖で、砂をまくと、そこのシジミの生存率がよくなるという試験結果があるのです。

先ほどから話があるように、シルト、粘土が７０％、８０％というところでは、稚

貝が育たないという、そういう見解が出ているのです。そこに砂をまいて、底質を

改善すると生存が極端によくなるという、そんな試験結果も出ています。

○橘 委員

それで分かってきたのですけれども、そういう比較実験とか、今はこの地域でそ

ういうデータはないのでしょうか。

○今田座長

あります。留萌開建さんで昨年ぐらいから、移殖試験というのをやられています。

その結果としては、囲って砂をまいて、そこにシジミを入れたものと、何もしない

そのままの川底にシジミをまいたものとでは、後者はほとんど七、八割死んでしま

って、前者はほとんどが生き残りました。実験計画法というのは、本当に何の条件

が効いたのかという試験をする方法ですが、現場では実験としてできないのが現状

です。試験としての検証としてそういうことがあります。実験としてそれをきちっ

とやって、どのぐらいの土壌だったらどうだという試験は、北海道の中では見たこ

とがありません。網走湖でやっているのは、底質粒度組成と稚貝の生き残りと、そ

の比率でやっていて、シルト、粘土分が４割弱の、37 ％ぐらいまで多くなると、

稚貝の生存がすごく悪くなるというような答えも出ています。底質とシジミの生き

る、生きないというのは非常に関係があるというのは、定説となっています。

○橘 委員

その点でいいわけですよね。ただ、そういうことが、最近採れなくなってきたと

いうことと密接に関連しているのなら、まさしくそのとおりであり、そういうふう

に改善すればいいわけですよね。そのような、減ってきた理由についての資料がな

いでしょうか。原因が分かる資料をぜひお願いします。

○今田座長

何か二人だけの問答になってしまいましたけれども、ほかにどなたかご質問とか
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ご意見ございませんか。

○岡田委員

今日現場を見せていただいてちょっと不思議に思ったのですけれども、左岸側は

ずっと浅瀬のような、ヨシ原がずっと広く続いていて、右岸側は見た限りずっと急

峻で、切り立った河岸になっていましたが、これはどういうメカニズムが働いてい

るのか、教えていただければと思いました。どうも直しようのない、少なくとも河

口域では直しようもないことなのですか。

〇今田座長

山下委員、どうですか。

○山下委員

私の想像ですけれども、要するに河口といっても、本当はもっと根元の方が突き

抜けるようなところがあるのですけれども、そこから９０度に曲がってきますよね。

砂嘴のような感じで伸びてきていますね。その影響でああいう形になっているので

はないかと考えています。砂嘴が伸びてきて、河口が直角に曲がって出てきていま

すよね。そんな感じなのかなというふうに思うのですけれどもね。

○岡田委員

簡単にはヨシ原ができるというようなことには、物理的にならない河川状況だと

いうことですか。

○山下委員

右岸側はどちらかというと、砂質の土がずっとありまして、砂質土ですから、植

物が活着しても、一時的に根付くのだろうけれども、この辺は砂や風が強いので、

砂が動いたりすると、なかなか植物が根づきづらいと想像します。当たっているか

どうかというのは、ちょっと分からないですが。

○本田委員

入っていくと、ヨシがすごいです。ちょうどサロベツ川に入っていくところは、

たくさんのヨシがあります。

○今田座長
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いろいろお話をしてまいりましたけれども、そろそろ、これは言っておきたいと

いうことが何かございませんか。

なければ、一応議題として、座長が果たさなければならない役目というのは、こ

こで終わりにさせていただきまして、事務局の司会の方にお渡しをしたいと思いま

す。

どうもありがとうございました。

○柿沼課長

今田座長、どうもありがとうございました。

次回の検討会の前には、ワーキンググループということで、１回ないしは数回開

かせていただきますので、そのときにも、もう少し今日の議論を踏まえて、事務局

としてもできる限り調査・検討を進めていきたいと考えています。

４．その他

○柿沼課長

それでは、議事次第の４番目、その他ということで、事務局の方からお知らせを

したいと思います。

○青木河川環境管理官

次回の第２回検討会の開催につきましては、日程調整をさせていただきまして、

後日ご案内しますので、よろしくお願いいたします。

第２回の検討会で予定している議題につきましては、今回の１回目の検討会の意

見と、先ほどお話しした２－１にあります目標設定と具体的事例について検討した

いと思いますので、よろしくお願いいたします。

○柿沼課長

この点については、先ほど進め方については了承いただいたということなので、

よろしいでしょうか。

（「よろしい。」の声あり）

５．閉 会

○柿沼課長
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それでは、これをもちまして、第１回の天塩川下流汽水環境検討会を終わらせて

いただきます。

今日は、どうもありがとうございました。


