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第 1 回 新十津川地区魚道整備検討会

検討会議題検討会議題検討会議題検討会議題にににに関関関関わるわるわるわる内容内容内容内容についてはについてはについてはについては、、、、各委員各委員各委員各委員のののの方方方方々々々々のののの意見意見意見意見をそのままをそのままをそのままをそのまま掲掲掲掲

載載載載していますしていますしていますしています。。。。

事務局 ○ 開会

○事業主体代表として空知支庁産業振興部長 木村秀雄開会の挨拶

○各検討委員の紹介

○本検討会につきましては、公開を原則としている旨の説明。

但し、現地の調査等により絶滅危惧種の生息などが判明した場合につい

ては、保護のため非公開を考えている。

議題議題議題議題 １１１１))))新十津川地区魚道整備検討会設置新十津川地区魚道整備検討会設置新十津川地区魚道整備検討会設置新十津川地区魚道整備検討会設置についてについてについてについて

木村委員長 では、新十津川地区魚道設置要領について事務局から説明をお願いします。

事務局 本検討会を設置するに至った経緯としまして、本徳富川は石狩川水系で「さ

け・ます増殖河川」に指定されており、下流からの継続可能な環境の継承、

保全、自然との共成・調和等の社会的要請が高まっていることや、河川規模

が大きく魚道設置に向けた方針決定に困難を極めることが予想されことや、

下流にある頭首工の落差は５ｍもあり技術的施工に当たっては地域環境等へ

の多岐にわたり専門的な知識が必要であり、事業実施に当たっては環境との

調和への配慮の客観性、透明性を確保するためにも、地元の方々や有識者の

方々から 意見交換、情報収集を行い、設計及び工事施工に反映させ、地域

にあった施設の設置を進めることを目的に本検討会を設置しました。

検討事項については、

・配慮の必要な生態系の確認とその配慮方針。

・魚道の整備方針とその手法。

・効果の検証

・その他必要と認められる事項。

を考えています。

よろしくお願いします。

木村委員長 今回の検討会の設置に向けた考え方について、設置要領にあります第３条

の４つの目的の特に、生態系の確認や配慮などを合わせた整備方針の手法を

検討していく。また、地域の各代表の皆さんや事業主体などからなる１２名

の検討会のメンバーに基本的な事項を相談しながら決めていくと言うことを

ご説明させていただきました。

特にこの検討会の趣旨について何か確認等があればお願いします。

なければ、この検討会を設置をさせていただき進めさせていただくことにい

たします。
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議題議題議題議題 ２２２２)))) 魚道整備事業新十津川地区事業計画魚道整備事業新十津川地区事業計画魚道整備事業新十津川地区事業計画魚道整備事業新十津川地区事業計画についてについてについてについて

木村委員長 つづきまして、魚道整備事業新十津川地区についてと合わせて、昨年より

調査を進めていますので、そのＨ１９調査報告については続けて説明し、そ

の後質疑等とします。

まずは、魚道整備事業新十津川地区について説明お願いいたします。

事務局 事業計画につきましては、この徳富川に位置する農業施設には魚道が設置

されておらず、魚類の遡上や降下に著しく支障をきたしていることから、

各関係団体等から魚道設置の要望がなされていた。

そのため各関係機関との協議を重ね、平成１９年度に総事業費 180,000 千

円で採択され、平成 23 年度までに、上徳富第２幹線頭首工、吉野頭首工、

西徳富第４幹線頭首工の３ヶ所に魚道の設置し、水系一連の整備を実施する

ことにより水産資源の保護及び生態系の保全を図ることとしている。

次に年次計画について、説明いたします。

昨年度から、魚類調査を行っていまして、これについては、年次計画の平

成１９、２０年度に魚類相調査・産卵床調査と記載しています。昨年度の調

査内容については、この後説明を行うこととしています。

今年度の予定として、魚道の実施設計としていますが、本検討会の意見等

を設計に十分反映させていきます。

魚道工事としては、平成２１年度に上徳富第２幹線頭首工、平成２２年度

に吉野頭首工・西徳富第４幹線頭首工に行う予定ですので変更等があること

が予想されます。

最終の平成２３年度については、整備施設の事後調査を考えています。

議題議題議題議題 ３３３３)))) 平成平成平成平成１９１９１９１９年度調査結果報告年度調査結果報告年度調査結果報告年度調査結果報告についてについてについてについて

木村委員長 それでは続けて、昨年行った調査報告について説明をお願いいたします。

ルーラルエ 平成１９年度の調査報告ということですが、今年５月にも行っていますの

ンジニア で、これから説明する内容は昨年分と今年５月分を合わせて手元の資料と同

じものを画面に映しながら説明いたします。

(パワーポイントにより説明する)

まず、説明する内容は１番目に、調査の位置など業務概要について述べま

す。

２番目に魚類相調査。どのような調査をしたか。そして、調査結果がどう

であったか。その中で特定種が何があったか。特定種とは、一般的にいわれ

る貴重種と、環境庁が過去にある種類について調査などを実施し、または、

貴重である種として指定している種と御理解されれば良いと思います。

さらに、特定種の一般的な生態はどんなものかと言ったものを魚類相調査

の結果とあわせて説明します。

３番目に魚類調査と合わせてサケの産卵床調査を行っていまして結果の報
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告をします。

４番目は、これらの調査を踏まえた魚道設計をするに当たっての設計対象

魚種、いわゆる何の魚を対象とした魚道にするのかといったところの案につ

いて昨年度の設計業務でこの調査を踏まえて、提案させていただきますので

それを示したいと思います。

５番目に魚道設置における課題ということで、魚道を作るに当たってまた、

作ってからのことを考えられる課題を整理しましたので説明します。

(パワーポイントにより説明)

では、業務概要ですが、徳富川の既存頭首工への魚道工設置で以下３ヶ所

の頭首工で、下流から、上徳富第２幹線頭首工でこれが一番大きな頭首工で

す。２番目に吉野頭首工、３番目に西徳富第４幹線頭首工、 その頭首工に

魚道を設置することを目的として魚類相調査と産卵床調査を実施していま

す。実施期間は、平成１９～２０年度の２ヵ年です。

調査位置は、図に示すとおりですが、各頭首工の下流と上流にそれぞれ地

点を設定していますので、計６地点を調査しています。

産卵床調査は、現在、上徳富第２幹線頭首工より上流はサケが遡上できな

い状況ですので、その下流から新十津川橋までのだいたい２ km の区間を歩

いて調査しました。

それでは、魚類相調査の結果ですが、期間は平成１９～２０年度にかけて

行っています。平成１９年度は６月と９月の計２回実施しました。

平成２０年度は、５月に実施しまして、あと８月、１０月の計３回にわたっ

て調査を行う予定です。

１９年度の２回の調査結果では、魚類６科１２種が確認されました。

今年５月の調査では、少し減りまして６科１０種が確認されました。これら

の結果は、一覧表にすると表 2.1 になります。

この並びは、河川水辺の国勢調査の目録に合わせています。

ヤツメウナギ科のアンモシーテス幼生は、ヤツメウナギ科の幼生の呼び名

であり、調査された時点では、カワヤツメなのかシベリアヤツメなのかスナ

ヤツメなのか判断しにくい状況でしたので、アンモシーテス幼生として整理

しています。あとコイ科は、ギンブナ、タイリクバラタナゴ、エゾウグイ、

ウグイ、モツゴが確認され、後で写真をお見せします。ドジョウ科はドジョ

ウとフクドジョウ。サケ科はニジマス、サクラマス、ヤマメ(サクラマスと

ヤマメは元々同じ種類)。カジカ科はハナカジカ、ハゼ科はトウヨシノボリ

でした。

今年の調査では、この中のモツゴ、タイリクバラタナゴ、サクラマスにつ

いては、５月では確認できませんでしたが、他は確認できました。

(資料 P-8 ～ 10 についての魚の写真を説明。)

それから、魚類６科１２種の中で特定種と言われるものは、P-11 の赤枠で

くくっているものです。

どのような指定がされているかと言うと、アンモシーテス幼生はスナヤツ

メの場合、環境省のレッドリストのほうで絶滅危惧Ⅱ種の指定がされていた

り、シベリアヤツメだと環境省のレッドリストで準絶滅危惧種、北海道レッ

ドデータブックの希少種として示されています。カワヤツメも環境省のレッ
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ドリストで絶滅危惧Ⅱ種の指定とされています。

エゾウグイは、北海道レッドデータブックで留意種として指定され、サク

ラマスは環境省のレッドリストで準絶滅危惧種と北海道レッドデータブック

で留意種として、両方で特定されています。また、ハナカジカは、北海道レ

ッドデータブックで留意種として指定されています。

レッドデーターブックは、環境省で出しているものと、北海道で出してい

るものがありますが、環境省のレッドデーターブックは、昨年見直しがあり、

現在、最新のリストで整理し直しましたので、この場ではレッドリストとし

て整理しています。

それでは、魚類６科１２種がどこでどれくらい確認されたかを説明します。

これは、昨年と今年の調査結果を各地点ごとに合わせて示したものです。

(P-13)

上徳富第２頭首工で、遡上できなくなっていることもありまして、下流で

種々の魚類が見つかっています。ただ上流へ行くと、サケ科のサクラマス、

ヤマメが確認されなかったとしうこと。ハナカジカ、コイ科にしても点在し

て確認された状況でした。ウグイは、どこの地点でも確認されました。

次に産卵床調査について報告します。

平成１９年度は９月と１０月に二回に亘って現地調査をしました。結果２ヶ

所の産卵床と３ヶ所の産卵適地を確認しました。今年も、９月、１０月に現

地調査を実施する予定です。(P-15 について説明。)

これが、昨年調査結果です。産卵床が見つかったところは、赤点のある２

ヵ所のとろで、礫としては５ Cm 前後のものがころころとしているような状

況で、調査中もサケのメスが定位していました。

産卵適地としては３ヶ所ですが、上徳富第２幹線頭首工のすぐ下と中州の

ところに２ヵ所で、それより下流は深みとなっていたり、礫が大きかったり

適地は見つからなかった。(P-16 を説明)

これらの調査結果を踏まえ、魚道を設置するに当たっての設計対象魚種を

どのようにするかを、昨年、魚道設計の基本設計を行った資料より抜粋して

ここに整理しました。

設計対象魚種の大型魚としては、回遊性魚類でもあるサケ科サケ、サクラ

マスを下流で確認されていますので、生息環境の拡大、産卵環境の向上を考

慮し、対象魚種とします。

そして、大型魚だけではなく中型小型を考えると、調査全地点で確認され

ているウグイ類が多かったことから、地域の代表種として、遡上降下が出来

るように考えたい。底生類としては、カワヤツメ類、ハナカジカ、ヨシノボ

リ類も遡上降下できるように考慮が必要です。

それ以外の、ギンブナ、ドジョウ、フクドジョウ、スジエビは、対象とし

なくても良いのではないか。なぜなら、これらの魚介類は、行動範囲はとて

も限られていて、大きく下流から上流への移動がないことから、この種の魚

類を考慮して魚道を整備してもあまり意味がないのではないかと言う事で、

設計対象魚種から除いています。

つぎに、魚道設計における課題として、５点ほどあります。

１点目は、期別の流況と魚種の生活史に応じた魚道の設置をしなくてはい
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けないということです。

これは、それぞれの頭首工では、かんがい期と非かんがい期では、１年の

間で、大きく上下流の流況が異なります。魚種別にこれら異なる遡上時期と

か、これらに対応した魚道の設置を考えなくてはならないと思います。

２点目としては、魚道設置場所の検討です。頭首工で上下流の連続性が分

断されている所でどのような魚道をつくるか、右が良いのか左が良いのかま

た、みお筋がどちらにあって、淵が形成されるとか、取水口側に設置できる

のか、そして遡上する魚がその場所でふさわしいのかなどを考えなくてはな

らないと思います。

みお筋の対岸側には広いスペースがあっても、経年的に土砂が堆積されま

す。そのような場所に、土砂を排除して魚道をつけても、また数年で土砂が

堆積してしまう危険性があります。

３点目は、そういった部分も含めた、河川管理者や施設管理者の維持管理

について、いかに管理費の軽減が出来ると言ったことも大事な問題です。

４点目は、魚が遡上出来れば良いという事ではなくて、地域学習の利活用

への参画ができないかどうか。現在地元で、徳富川を舞台に各種イベントを

実施していますので、そういったときにでも魚道を活用できないか。小中学

生の学習の場としても良いのではないかというソフト面の検討が必要と思い

ます。

５点目は、今日がその場でありますが、有識者方々から助言いただき、地

域住民との合意形成を図りながら進めていかなくてはならないということで

す。

と、言ったことが、魚道設計における課題です。

あとの資料は、各地点のみお筋、川の流れ、取水はどちらで取っていて土

砂堆積はどこにあるなど、現地とこの図面を照らし合わせながら現地を見て

いただければ良いと思います。

以上で説明を終わらせていただきます。

木村委員長 ありがとうございました。

この新十津川地区の概要、特に昨年調査した魚の生息状況などの結果につ

いて説明をしていただいた訳ですが、特にわからない点や確認しておきたい

点があればどうぞ出してください。

安田委員 まず、道営地域用水水環境整備事業の計画概要表で、特にこれから魚道整

備する時の「施設の整備計画」という右側の欄に「階段式魚道のうち部分越

流型(アイスハーバー式)を用い、隔壁の下部には潜孔を設け、底生魚類等の

移動に配慮し」、というようにここで、ある程度魚道の形式が決まっている

かのように書いていますが、あくまでも文言だけの問題であり、これから先

ほど示された生息している魚類等に配慮したものとして形式はさまざまで柔

軟に考えて良いのか。

事務局 本地区は、平成１９年度に採択になっている訳ですが、一般的な工法で書

かれています。求めているものは新十津川地区にあったものを作りたいと思



- 6 -

っていますので皆様の意見をもらいながら進めて行きたいと思っています。

安田委員 先ほどパワーポイントで説明のあった、図２.１の魚類の確認位置図があ

りますが、これは解釈として洪水時に頭首工が水没して魚が遡上した結果残

留しているのか、それとも頭首工が整備される前の段階でこれらが生存して

て、今でもそこにいると言ったような解釈で良いのか。

ルーラルエ 頭首工が出来る前の状況というのは確認しいてません。あくまで頭首工が

ンジニア 出来てからの調査なので出来る前との比較はできてません。

安田委員 データ等の比較でなくて良いのですが、実際に洪水が起きた時に水没して

しまう状況になってしまうのであれば、落差がなくなるので上にあがる可能

性はありますが、洪水が起きても落差がなくならないのであれば、元々落差

工がてきる前の段階で住んでいたものが世代交代しながら今でもそこにいた

可能性があります。

つまり、避難場がそこにまだ確保されているという事が裏付けられるのか、

それとも洪水によって、やはり上がれる可能性があるのか、状況によって河

川整備の河川の中で魚道整備の考え方が変わってくると思います。そこで実

施調査されれてどうですか。

ルーラル ３ヶ所ある頭首工の落差の大小で説明しますと、真ん中の吉野頭首工はゲ

エンジニア ートがただ上から降りてくるだけで、落差がほとんどない状態です。ゲート

が上がっているときは、洪水でなくても自由に行き来できます。逆に上徳富

第２幹線頭首工は、現地で見るのが一番良いのですが、落差が２段ありまし

て洪水になっても、水が平らになるようなことはありません。

こちらについては、洪水時においても魚類の遡上はできません。

安田委員 では、消去法で考えていくと、頭首工が出来る前の段階で生きていた魚が

残留しているという方が、むしろ可能性が高いという事ですね。

ルーラル 可能性は高いと思います。

エンジニア

森下委員 図２.１の魚類の確認位置図があるのですが、３ヶ所の魚道が出来たこと

によって将来的には、こんなようになる未来図のようなものを想定している

のか。たとえばタイリクバラタナゴは、A 地点しかいないけれども魚道を作

ることによって F 地点まで上がるとか、産卵床は下流の頭首工までしかな

いのですが、魚道を整備することによって C 地点、D 地点まで可能性があ

るとかそういう未来図がある程度考慮してもらえるかどうか。

ルーラルエ 今の質問に対して、パワーポイントで説明いたします。

ンジニア 徳富川での魚類を主として環境調査は、平成１９年度以前にも数地点で調

査されてる報告書がありました。そちらにも目を通しました。
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河床形態の概況は、上徳富第２幹線頭首工から西徳富第４幹線頭首工の間

の河川形態はＢｂ型と言いまして、瀬と淵が少なくそして、水面も波立つと

ころがあっても比較的穏やかな環境であります。西徳富幹線第４頭首工より

上流は、Ａａ型で瀬と淵が交互に出現し、水面がそこら中に白い波が立って

いるといった環境があると分かっています。

今年と昨年度の現地を踏査と過年度の報告書等では、サケをはじめウグイ

等に産卵床としてどういう所があるのか。また、サケが上がったことによっ

て産卵する場所があるのかどうなのかと整理した資料が別紙です。上徳富第

２幹線頭首工の上流では、岩が比較的多く出現するのですが、所々に平瀬が

ありウグイの産卵床に適しているヶ所もあります。そして、土現(河川管理

者)で水制工を平成１６年に整備されており、その周辺では色々な環境が出

来て、淵があったりそして早瀬があったりと、色んな魚の産卵適地となる可

能性がある箇所も見受けられます。さらに上流の吉野頭首工周辺でも、サケ

の産卵適地と思われるような礫がさほど大きくもなく平瀬となるような所も

あります。

また、西徳富第４幹線頭首工から上流になりますと、流れが急になり礫も

大きくその場では、産卵ができないだろうと思われるのですが、現在確認さ

れているヤマメ、サクラマスは上がれる所まで上がって産卵するでしょうし、

サケについてはそんなに上がらなくても、自分が生みたいような適地があれ

ば、産卵摺るでしょう。石がごろごろとしている上流部についても適地とな

るような支流河川で良いところがあれば、そこまで遡上する魚もいるだろう

と考えられるので、今回魚道を作ることは無意味ではないと考えられます。

悪七委員 それと合わせて、魚の生活、歴史について今回調査や既存の資料等の内容

を聞いたが、頭首工が出来たことにより河川の底が変わったと思うが、それ

以前について聞取りにより、どこまでサケが上っていたとか、支線はどうで

あったといった資料や聞取りによるデーターはないのでしょうか。

ルーラルエ 聞き取りも部分的にしか行っておらず、どこまでいたかなどについては整

ンジニア 理していない。

河川環境については、今年調査している時に、たまたま、近くの水田農家

さんから昔の河川の状況について話を聞きました。上徳富第２幹線頭首工は

現在段差が大きいが、頭首工が出来る以前は、川底は平らであった。頭首工

が出来る前に下流で砂利採取が盛んに行われ、その関係で現在のようになっ

たということと、数年前まではカワヤツメが沢山来ていたという事について

は確認しています。

木村委員長 横井委員は、どの辺で農業をされているのでしょうか。

横井委員 私は、上徳富第２幹線頭首工から 600m ～ 700m 上流付近です。

木村委員長 昔は、昭和 45 ～ 46 年に頭首工が出来ているが。
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横井委員 そうです。上徳富第２幹線頭首工は、昭和６３年の災害復旧により再整備

されました。その以前の頭首工の時にはなだらかで、現在のように５ m も

の落差はありませんでした。

その時には、600m ～ 700m 上流にもサケ、マス、カワヤツメも真っ黒にな

って遡上していた。そのような状況の中で生活していたが、その後下流で砂

利採取、河川改修などが行われた。それ以前に頭首工の提体が大きく変わっ

たことによって川底がえぐられ、現在のようになった。今は、一切魚類は上

がって来ていません。

実は、魚道につきまして、役場の紹介で土木現業所さんと地域河川の改修

に伴う地域との意見を聞く会の会合があったりしました。

木村委員長 それは、昭和６３年の災害前ですか。

横井委員 その後です。

その時に、自然に恵まれた環境の中で育ったことから、そのような環境が

頭の中にあるので、魚が一切頭首工から上れないことから、魚道の整備を空

知支庁にも、お願いをして、土木現業所さんも聞き入れていただき本日に至

っている運びとなっていると思う。

悪七委員さんが言われるように、かなり上流までサケ・マス・カワヤツメ

また、ウグイについてはアカハラの 40cm 以上のものが沢山上がっており水

のきれいなところなので、少なからずそう言う環境に戻してほしいと思い、

要望しました。

木村委員長 昭和６３年以前の頭首工にも当然魚道はなかったのか。

横井委員 ありません。

木村委員長 段差がなかったから、魚が自分の力で上っていたのですね。

横井委員 そうです。なだらかであったことから、頭首工で魚が飛び上がっていく記憶

があります。

たぶん、ルーラルエンジニアさんが現地の農家さんに聞いたときにも、その

ような話がなされたと思います。

木村委員長 昔は、単なる堰堤という感じですね。

横井委員 そうです。今の状態では、魚が一切上れないです。

森下委員 平成１８年の今から２年程前に、吉野頭首工の D 地点でヤマメを確認して

います。

そのヤマメは、下流に頭首工があるので遡上したものではなく、そこにいた

か、上流より来たものと思うが、先ほど私が聞いたのは、将来的にどうなる

のか、魚道を作ることによって上流にもサケ科の魚が遡上するのであれば、
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魚道を作ったことによって昔の姿になり、しかも、新十津川町ではサケの稚

魚の放流を行っているので、上徳富第２幹線頭首工下流のＡ地点まででなく、

西徳富第４幹線頭首工のＦ地点まで上がってくると言った将来図があれば良

いと思い訊ねました。

木村委員長 そういうビジョンは必要ですね。

どこまで、私達は求めるのかということですね。

森下委員 魚道を作った後の事後調査で歴然と差が出てくるのであれば、良かったと言

うことになるので、今から創造しながら検討しておくことも必要と思う。

横井委員 資料のＰ－１６ページの写真で、下流より上徳富第２幹線頭首工まで行く間

に支流があり、その上流で賃貸により水田を作っているが、秋の遡上時期に

はサケ・マスが現在整備されているが、上流まで上がっている。すごく環境

が変わっているが、なぜ徳富川上流までこのような状態に出来ないのか言う

のが私の思いで、今ように形態が破壊されているのであれば、その形態を未

来に残せるようなものを作ってほしいのが私の提案です。

木村委員長 上徳富第２幹線頭首工まで、遡上しているという事ですね。

安田委員 昭和６３年に大災害があった時を契機に、徳富川上流側に砂防堰堤とか作ら

れていませんか。

横井委員 ないですね。

安田委員 つまり、先ほどの写真の中に上徳富第２幹線頭首工の上流側の方で河床低下

による岩盤の露出と書いてあります。つまり、土砂生産が少なくなった原因

が一体何なのかと言うところに関心があったので伺いました。

たとえば、土砂がどんどん下流側へ流されて岩盤の露出が多くなると、産卵

床に適した場所がなくなってしまう訳です。土砂生産がまったくなくなるこ

とはあり得ないと思いますが、生産される量が少ないから洪水によって下流

へ移動している可能性があるので、どこかで生産されてくる土砂をストップ

する工夫が必要です。

いわゆる、土砂生産がどういう形で減ったのかという原因が判ってくると、

将来的な改善という考え方もできます。土砂の供給量が少ないのであれば、

将来的に何らかの方法で堆積できるような工夫も合わせて考えないと、せっ

かく魚道を造っても上に産卵できる場所が残っていなければ、魚道を整備し

た価値がなくなる可能性があります。

岩井委員 砂防堰堤がそのころから作られていることはないと思います。

言い方としては、徳富川そのものが急峻でないか。ですから、どうしても河

床を削っていくと思う。その部分を抑える何らかの物がなければ、魚道を作

ったにしても、何も行わないうちに今最適な産卵床が河床の洗掘によってな
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くなり遡上しても産卵が出来ないという可能性がある。

また、先ほど言われていた稚魚の放流をしている所は、新十津川橋より下

流側で行っています。身障者福祉協会の方々が過去３年から４年に亘って毎

年行っていますが、その部分を上流で行っても最適な産卵床がなければ、良

くないと思う。

現在完成している床止めについては、２ m 程度埋まっている。

河川改修の時に床止めを作って、最終的に石狩川(本線)が、深堀になった時

に河床の低下を防ぐものとなっている。

安田委員 森林の沿線を見たときに、河川形態として土砂が生産されにくくなっている

のかどうかいかがですか。

長坂委員 私も、河床低下が気になっているのですが、砂利を止めるような構造がな

いと産卵床として保持しないけども、流域全体としてみた場合には当然堆積

する場所と堆積される場所があるので、ある程度長い流形を通してみると、

堆掘と洗掘のバランスを見るのが必要となってくるのですが、上流の流域森

林伐採が行われたのは１９６０年代かと思うんですが、前は道有林であった。

私の記憶だと、その上の恵岱別川での空中写真を見たのですが６０年代から

７０年代にものすごく伐採を行っている。伐採すると基本的に川への流出量

が増えますから、その時代に土砂生産があったとか、集中的に雨が降ったの

があり、１０年から２０年の長い時間単位で土砂生産が過去にあって、最近

は、減少しいてる可能性はあると思う。

安田委員 それは、逆に森林が以前のように復元されてきたことから土砂生産が減って

きたという事ですね。

長坂委員 最近の写真のほうが、明らかに森林資源として確保している傾向がある。

もう一つ、河床低下の要因として考えられるのは、大型の頭首工とか砂防ダ

ムのように河川を横断するような構造物を作ると、下流側が局地的に洗掘さ

れる現象はあるので、そういうことが長期間にわたってある区間の河床低下

を引き起こしていると思う。

掘れたら、当然、土砂が溜まっているはずなので、それがたとえば下流の

頭首工に維持管理に影響を及ぼしているのではないかとか思っていて現地で

確認できればと思っています。

安田委員 特に、頭首工の上のほうで、岩盤露出となっているのですが、頭首工がある

と土砂が堆積する方向になります。

どうも、頭首工の影響をダイレクトに効いてくるような所でもなさそうな気

がしたんですけど。

横井委員 私も、この地域に６５年住んでいますれど、今、岩盤が出ていると言う報

告がありました。先ほども話しましたが、私も、上徳富第２幹線頭首工より

６００～７００ m 上流に住んでいますが、そこには岩盤はありません。
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さらに、７００ m ～８００ m 上がっていくと昔から従来の岩盤層なんです。

その岩盤層は変わっていない。

安田委員 河床低下というものはないのですね。

横井委員 私の記憶ではありません。

里見峠の下は、一体岩盤層です。

木村委員長 話の途中ではありますが、時間が予定よりかかってきていますので、現地

を見ていただあと、こちらに戻ってから更に意見交換の続きをさせていただ

きたいと思います。

事務局 またまだ、意見交換をしたいと思っていますので、現地を見ていただき、戻

ってから再度、お願いいたします。

現地調査へ １４：４０から１６：２０
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現地調査後

木村委員長 それでは、これから現地を見たあとの意見交換に入って頂きますが、その

まえに安田先生の方から、今回の魚道整備に関して、パワーポイントで、資

料をお持ち頂いていますので、その説明をして頂いたあとに皆さんとの意見

交換に入らせて頂きます。先生、よろしくお願いします。

安田委員 ＝＝＝現地視察した写真を使用し説明＝＝＝

先ほど、皆さんと一緒に現地視察して、見た写真をまず始めにご覧頂きたい

んですけども、魚道整備のときに基本的なことは、遡上するための魚道整備

と、それから、魚が下りる環境というものを同時に検討する必要があります。

例えば、今、このスライドで示されますように、これは一番初めに見た上徳

富の頭首工（上徳富第２幹線頭首工）の所です。ここでは、現地でも聞いた

のですが、越流水深が３０センチ位まで行かないと、このゲートが倒れない

とのことです。３０センチ位まで上がりますと、この間、まともにこの越流

する流れが、コンクリートの水叩きにぶつかってくる訳です。そうすると魚

道整備して、例えばサクラマスなんかが上に上がったとしても、それが産卵

して、稚魚が海に下ろうとした時に魚道ばかりでなく、こういう堰から落ち

る水を利用して降下する場合があります。コンクリートに魚が直接叩かれま

すと、ひどい時には死んでしまいます。一般的には、こういう衝突した流れ

が生じますと、魚が失神する可能性があります。そのときに、捕食されて食

べられてしまうなど、２次的、３次的な被害が生じてしまいます。まずは、

魚道整備で何を考えなければいけないのかと言うと、遡上させるばかりでな

く、水クッションの確保、要するに落ちても死なない、失神しないような環

境を同時に考える必要がある訳です。水クッションにはある程度のプール深

さが必要です。先ほど、スライドで示しました箇所ですが、これは、下流か

ら見た状況ですけども、ここの頭首工のところでは、基本的にゲートから水

が流れていって、おもに、これだと右岸側ですね、下流から見て右手側のほ

うのところに水が主に流れる。こういう状況になっておりますから、魚道整

備する際は、右側のほうを意識して魚道整備して、上のほうの、このちょっ

と草むらになっているところとゲートの間が、ちょうど、いわゆるプールに

みたいになってます。ゲートは、洪水が起きると倒れたりしますから、ゲー

トの所では基本的に土砂は溜まりません。あくまでも、そのゲートが倒れた

時に、土砂が流されますから、常にプールが確保されています。ですので、

そういう所を目掛けて、魚道の上流端を河川に接続させて、いわゆる魚が遡

上できる環境を創り出してあげれば、好ましいんではないかと思います。ち

なみに、大洪水が起きたときの澪筋というのは、その反対側の左側ですが、

土砂吐けの箇所において、このゲートの所から水が流れるような状態が通常

らしいので、魚道整備としては右側のほうがよろしいのかなと思います。こ

こが踊り場、皆さんがお立ちになっているとこですが、こういうところをう

まく迂回する様な形で、魚道整備をするとひとつはいいのかなと思います。

ちょうどこれが傾斜になっていますので、ここからずっと行って、立ち上げ
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ていく様な方法がひとつと思われます。

次に、もうひとつの頭首工（吉野頭首工）、上流側の頭首工を見て頂いたと

思うのですが、やはり河床が低下して、ここが護岸になっていますけども、

かなり河床が低下して、下のほうが見えていると思います。聞く所によると、

護岸は昭和４０年代の整備だそうです。改良区の方の説明から、その当時、

伐採があってその後土砂の生産があったため、河床がこのあたりまで上がっ

たところで、この護岸の整備がなされたそうです。そのあと、洪水が続いて、

河床低下が進行したような感じはいたします。これが、下流から上流を見た

外観ですね。このように、ゲートから越流する際、この場合もコンクリート

叩きに流れが直接衝突しておりますので、やはりこの際、サクラマス等が、

降下した際に落ちて衝突死しないように、もしくは、失神しないようにする

ためにも、プールを造る必要があると思います。もう少し下流のほうを見て

みますと、水中に段差が出来ていますが、ここの部分をきっかけに少し堰上

げてあげると、プールが出来易くなりますので、そうすると、降下した際、

魚が死なないように済む対策が、比較的容易に済むと思います。取水の取込

み口は、こちらの方にあるわけですが、この場合、ご覧のとおり、ゲートか

ら水が越水したことよって、この一番手前の方から奥に向かって、水が流れ

ております。そうすると、魚としては、この流れに釣られてこちらの方に来

る可能性もありますので、魚道の整備としてはこの場合は、皆さんがお立ち

になっていた方に整備する事がよろしいのではないかと思われます。取水口

の反対側のほうですね。そういうことが現地の視察の中で、見受けられます。

これが今の上流側の方にある取水口の取込み口ですね。サクラマスが上流側

の方で産卵して、帰って来るときには、こういう網目、格子状の所の隙間を

通ってしまう場合があるわけです。これの迷入防止としての簡単な方法は、

例えば、板の挿入です。板を少し沈めまして、直接水面の近くからこの取込

み口の方に迷入しないような対策を取ると、降下した際に迷入しないで済む

可能性は高いと思います。すべて防止出来るとは言いませんが、かなり軽減

できる可能性があります。

次に見たものがこの頭首工（西徳富第４幹線頭首工）だと思いますが、これ

は下流側から見た状態です。ちょうど全体から見ますと、このように流れて

いるわけですけども、皆さんがお立ちになっている側のゲートからが一番、

越水量が多い状態で流れています。見てのとおり、こちらの流れが結構激し

く流れているのが解ったと思いますが、この流れをうまく利用して、呼び水

効果というものを期待することができますので、こちら側のほうに魚道整備

をして、この流れを利用して遡上出来る環境を作るのが、ひとつは、有効な

手立てではないかと思います。さらに、このように水が越水することによっ

て、コンクリート叩きに直接あたる環境になっていますので、今、護床ブロ

ックが露出していますけども、この辺りから、プールを確保するようにする

とよいと思います。今、僅かな水が流れ、手前の方に落ちていますけど、も

っと水量が多くなったときには、もう少し、下流側のほうに落ちていきま

す。、そうすると、この辺にもう少し2０～30センチ位の深さのプールが出

来るように、堰上げを施すことによって、これよりも上流の方に魚が迷入し

ないように済む方法も併せて出来るかと思います。
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そんな様な事が、今日の、現地の3箇所を見て思った訳です。

＝＝＝長崎県の事例をパワーポイントにて説明＝＝＝

実際に魚道の配置としてはどのへん辺りを考えればいいのか、という話をし

たわけですが、今度はどんなものを作ればいいかという話ですが、これは固

定堰の話なので、一例を見て頂きたいのは、今、この様な魚道整備を長崎県

で整備して頂いた事があります。従来、こういう段差をつけて、川の勾配を

前後緩めて、例えば、洪水流が来たときにあまりスピードが速くならないよ

うに、土砂の生産が多くならないように、というような形で、こういう段差

を作っているわけです。最近は、こういう段差をただそのまま放置するので

はなく、やはり、その川に生息している生き物が、行き来出来るような環境

で、日頃は、こういう近くで子供たちや親子連れが利用出来るような空間に

することがあります。これは、長崎県の眼鏡橋のある川でして、眼鏡橋より

５００ｍ行ったところなんですが、観光客も随分通ります。そういうところ

での、景観・親水性、それから治水対策、すなわち、大きな出水があったと

きに、ここで流れが制御できること。実は、この場合は全て満足しているの

です。昭和５７年の大きな災害があったときに、周辺、石で固めた護岸整備

がなされています。それに合う様な形で石を利用しています。よく見てもら

いますと、ここが平らで、ここが階段になっています。中央部に魚道が整備

されているのですが、この魚道は短形断面の階段式の魚道ではなくて、横の

壁が斜めになっている台形断面魚道になっています。横の壁が斜めになって

いて、プールを造るために隔壁を設けていますが、その隔壁が滑り台のよう

に斜めになっています。そうすると、横の壁が斜めになっていますと、水際

に沿って滑らかな流れが生じます。水量が増えても、水量が少なくなっても、

滑らかな流れが常に維持されます、端のほうでは。この様な魚道を造るりま

すと、なんのメリットがあるかというと、小型であっても、大型であっても、

それから、底生魚・甲殻類・貝、こういう生物が登れるのです。長崎では、

多いところで７種のエビが生息しています。ここは、３種のエビ、ウナギ、

ハゼ、石巻貝と言う貝が生息し、全ての種がこの魚道を登っています。地元

住民から、鯉を登らせないでほしい、という要望がありましたが、鯉も登っ

てしまいます。河川に生息する多様な水生生物が魚道を利用しています。実

は、この魚道はさらなる工夫がなされています。すなわち、水量が多くなる

と、こういうところも水が流れてくるのですが、こういうところからも生き

物が行かれるようになっています。さらに、もっと水量が多くなって洪水が

発生しますと、先ほど言いましたように、ここの部分が階段式になっていま

すので、流れがうまく減勢されて、川底が掘られないくらい、流れが制御さ

れています。このように、多面的な機能を伴った魚道整備の一例を紹介しま

した。これらは、今の現場の頭首工の話とは、合わないかもしれませんが・

・・。

＝＝＝羅臼町サシルイ川の事例をパワーポイントにて説明＝＝＝

先ほど紹介した台形断面の魚道ですが、これが台形断面魚道です。ちなみに

この下の二つは、北海道の羅臼町のサシルイ川で作られた魚道整備です。こ

ちらが、前の段階のサシルイ川の床固め工に造られた魚道ですが、見て頂き

たいのは、ここから魚が上がってきますが・・・、落ちましたよね・・・。
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越流する水深が僅か１０センチくらいです。落差が２０センチ足らずです。

落差が２０センチ足らずで、今、上がろうとしているのはカラフトマスです

が、このくらいであれば、遡上できるだろうと思われがちなんですが、見て

のとおり失敗するんです。なぜ失敗するかというと、この場合、衝立見たい

になっている所が鉛直面になっていまして、水が越えた際、ご覧のとおり、

空洞ができているのです。そうすると、魚が、この角にまず、お腹を着けた

際に、そのあと尻尾をフルに利用して、上がろうとするのですが、空気中、、

尻尾振っても遊泳力に繁がりません。それで失敗しているわけです。ところ

がこういう風に、壁に沿うように流れていきますと、後でお見せしますけど

も、魚が跳躍しない、飛ばないで遡上するのです。すなわち、泳いで上に上

がれるのです。更に、もう一つの大変なメリットは、維持管理が簡単です。

例えば、こういう知床半島でも長崎でもそうなんですが、大出水のときに、

こんな大きな礫が流れてきます。それこそ大きいものは２０センチ３０セン

チ位の・・・。ところが、これらの魚道は、そのような砂礫が溜まらないの

です。一つですね、ユーモアな話があって、魚道整備して直して頂いた台形

断面魚道にポンプを入れて、ポンプの中に色んな物が詰らない様に石を１５

センチ位の層となる程度、詰めていました。その後、融雪洪水が来て、詰め

ていた石は全て流されました。また、子供たちが遊び半分に、石を投げ込む

など、色々すると思いますが、そういう風なことがあったとしても、台形断

面魚道の維持管理から見て手間がかかりません。要するに、ほっといても正

常機能する状態になるということです。人がわざわざ行って、直さないと機

能しない、と言うことにはならないということです。

＝＝＝実験事例をパワーポイントにて説明＝＝＝

実際に、礫の排出実験という形で、一番解りやすい例をお見せします。これ

は普通の階段式の魚道の模型です。この中に、原形に換算すると、げんこつ

の大きさよりも、もう少し小さい位の石を投入します。魚道の中に礫が入り

込んだときにどうなるのか。見てみますと、時間が経過しても変わりません。

溜まっている場所が・・・。プールの中で少し石が、ふわぁっ、ふわぁっと

浮く位で、ほとんど石の動く気配が見られないのが・・・・・よく解ると思

います。これは短形断面の方です。時間がたっても同じような所にずうっと

停滞しています。今度は、横の壁を斜めにして滑り台みたいに、水が越流す

るところを斜めにした台形断面魚道のケースです。この場合の入れた石は、

大きいもので２０センチ位に相当のものを入れています。・・・スピードを

早めてみます。・・・こんな感じです。・・・僅か数分間の間に、これだけ

流れます。つまり、この場合の越流する水の量は、深さにたとえて、７０セ

ンチか８０センチです。ですから、そんなに大洪水というわけではなくても

２０～３０センチ位の石が平気で流されます。そういう構造です。ですから、

維持管理がものすごく楽な魚道です。こういうものが、今までは無かったわ

けです。

更にですね、もう一つお見せしたいのが、これはうちの大学にある模型です

が、今ここに、鮎とウグイが入っています。水際側の方を少し注目して頂き

たいのですが、今、魚がこう行って、遡上していったと思うのですが、ジャ

ンプしていません。すなわち、飛ばないのです。飛ばないで、どこを通って
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いるかというと、水際側の方を通っているのです。一番流れが整っている所

を彼らが狙って上がっているのです。放流した魚の体長は１０センチ前後で

す。もうちょっとすると、あ、今上がりました。こうやって上がっていきま

す。そこで、模型だから上がったのではないかと、言われるのが悔しいんで、

長崎へ行って調査をしました。実際に、砂防えん堤で造られた台形断面魚道

ですが、・・・スピードを半分に遅くしてお見せします。真上から、撮影し

たシーンですが、後で全体像をお見せしますけども、・・・今、魚が行きま

したけども、・・・ここが、隔壁でして、ここから水が乗り越えています。

・・・ずっと見ていると寝てしまいますが・・・あ、今行きましたね、これ

はちなみに、落差３０センチありまして、潜り込み始めた位置では、２m３

０cm位のスピードになります。結構早い流れになっています。その一方、

１０センチ前後の鮎が、今上がりましたけど、平気で上がっていきます。ち

なみに、ここでの越流水深は、２０センチ強あります。・・・今行きました。

お見せしているスピードは実際の半分のスピードですが、これを本当の速さ

にすると、あっという間に、遡上してしまいます。ほとんど目立たない位の

ところで遡上していくという事は、捕食されにくいという事が理解できると

思います。途中で鳥に食べられ難いんです。これだけ、側壁の斜面に沿った

流れが形成されると、小さい魚でも、特に早い流速になったとしても、この

ように上がっていくという事から理解出来ると思います。・・・この全体像

をお見せしますと、こうなっています。・・・魚道の勾配が、なんと７分の

１です。７分の１でも魚はちゃんと上がれます。先ほど言いましたけども、

水量が多くて、この場合、この水深が２０センチ以上になります。２０セン

チ程度。ここは、越流水深が１０センチ程度しかありません。この滑り台に

なっている傾きが、１対１です。そういう斜面になっていますが、水量が少

ない時には、剥離することがなく斜面に沿っていますが、水量が多いと、こ

うやって剥離します。こういうところを普通は、ジャンプするだろうと思わ

れますが、一匹もジャンプしません。ここから（水際から）主に上がってい

ます。こちら(切り欠きがない箇所)よりもこちら(切り欠きがある側)で上が

っています。水量の少ない方より、多い方を上がっているのです。こういう

台形断面魚道のタイプにしますと、先ほど言いましたように、砂礫が溜まら

ずに、しかも魚が泳いで上に上がれる魚道になっております。魚道の勾配が

７分の１で、落差が３０センチであっても、こんなような厳しい環境の中で

も、魚は平然と上がれる。こういう魚道が、実は、あるという事を一つ皆さ

んにご紹介したいと思いました。簡単に紹介した程度ですが、以上で

す。

木村委員長 大体答えが出てしまってる・・・。

安田委員 いや、そんなことはないですよ・・・。

木村委員 それぞれ現地を、３箇所の頭首工を、今、先生から今までの経験とそれか

ら研究を踏まえた、こういう魚道であると魚は非常に上がりやすい、こうい

う時のプールみたいなのを考えた、そういう整備のご提案を頂きました。そ



- 17 -

れぞれですね、３箇所、上徳富第２幹線、一番段差の大きい所、それから２

箇所目は、吉野頭首工、それから、最後は西徳富第４幹線頭首工ということ

で見て頂いて、最終的にはですね、お魚さんに喜んで頂ける、上りのも下る

のも、非常に住み易いなと、そういう風に思って頂けるような、魚道整備に

向けたいと思っています。それでは、現地を見て頂いた皆さんから感想でも

結構です、特に、こういう部分についてどうなんだろう、そういう問題提起

でも結構ですので、どうぞ順次ご意見を出して頂ければと思います。

安田委員 ひとつよろしいでしょうか？現地のほうを見てみますと、農作で水が必要

なときには、川の水量はめっきり減るわけですね。例えば、魚道整備したか

ら魚のためにどんどん水を流して下さいといっても、これは、現実的に無理

な話です。そうすると、水量が少ない時にでも、ある程度水深が確保出来る

ためには、今、画面のように、例えば、一部切り欠きをつけて、水深が確保

出来るような状態を作ると、これは一つだと思います。ただですね、例えば、

サクラマスにしても、サケにしても、水量が今のように少ないような時に、、

時期は違いますけども、サケが活発に遡上行動を起こしません。そういう時

には、渕とか、彼らは遊んでいます。水量が増えた時に、遡上意欲を増して

上がろうとします。よく、そういう時に限って、魚道には、すごい激流が走

って、とてもじゃないけど上れない状態になって、彼らの遡上意欲が増して

いるにもかかわらず、魚道を上れない状態が良く見られます。ですから、魚

道設計する際に、ある程度水量が増した時にちゃんと彼らが上れるような環

境を創るというのが、基本だと思います。例えば、先ほど紹介にあったよう

な、カジカだとか、ヤツメウナギのようなものについては、それこそ水量の

多い少ないということも影響されると思いますが、今のように横の壁を斜め

にして、彼らが這っていけるような環境さえあれば、上に上がれる環境は、

ある程度確保出来るのではないかと思います。先ほど、スジエビは対象外と

いう話ですが、スジエビも淡水域に住んでいる場合、汽水域に住んでいる場

合がいますが、その中でもスジエビが魚道を遡上する場合があります。今回

の対象とする現場では河川横断構造物の設置区間が比較的長いので、ある程

度問題は無いものと考えられますが設置区間が短いと、人間同士の言い方で

例えますと、親類同士が結婚することになりますので、やがて奇形が産まれ

やすくなります。すなわち、淡水域に生息するからと言って、その区間でず

っと、世代交代を繰り返しますと、親類どうしが結婚するようになり、生態

環境としては好ましくありません。やはり、いろんな新しい血が入ってきて、

世代交代することが望まれます。この川の場合には、あまりデリケートに考

えなくてもいいのかなと思っています。堰の間隔がそれなりにあるので、そ

ういうところは、心配はあまりしていません。あと、先ほど、この計画の段

階でアイスハーバーという話がありました。そこで、アイスハーバーと比べ

て、先ほど紹介した台形断面魚道と何がどう違うのか、という話をさせて頂

きますと、アイスハーバーの場合、例えば、大出水が生じますと、隔壁と隔

壁の間に礫が溜まり易い構造になっています。通常、礫を溜まらせないよう

にという事で、潜孔という穴を更に設けて、そこでも水が流れるようにして、

攪拌作用を促すことも、合わせてやっていますが、その穴も必ずしも開いて
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いる保証は無く、石や木が詰まると排出機能が失われます。そうすると、あ

る段階で、堆積した土砂をかき出さなくてはならない、すなわち、相当な手

間が掛かってしまいます。また、羅臼川で造られたアイスハーバー式魚道の

規模で通常時の流れを考えますと、魚道プール内の流れが厳しすぎ、人がプ

ール内に入ると危険な状態になります。また、真ん中に衝立板みたいな隔壁

があって、横から水が流れています。そこでは、壁近くも真ん中も、同じよ

うな水深を有した流れになっています。すなわち、壁近くでも真ん中でも流

れの速さはあまり変わらないん。その一方で、台形断面魚道のように横の壁

が斜めに傾いていると、水深横断方向にも変化し、隔壁を越える流れにおい

ては水深が小さいところでは流れが小さくなります。流れの速さが変化する

ことから、生き物の種類によって遡上経路を選択することが可能となります。

このことが、アイスハーバのー式魚道と大きく違う点です。サケやマスのみ

が魚道を遡上できればよいというものではありません。他の生き物も魚道を

通して行き来できる環境を創りあげることが筋ではないかと思います。そう

いう意味では、アイスハーバー式魚道というものに固執せずに、いろんな多

様な生き物が上れる環境を創る魚道を検討する必要があるものと考えます。

＝＝＝サシルイ川にある魚道のパワーポイントにて説明＝＝＝

これは、サシルイ川に整備されていた旧魚道（潜孔を有する階段式魚道）で

す。この中に入ると、流れが激しく、実際にプール内に入りましたが、相当

注意しないと、立っていられない状態になります。越流水深が24～5セン

チ相当の流れは、この映像でご覧になりますように、このような流れになっ

ています。…こうなっています。一方、台形断面魚道として整備しなおした

プールに入りましたが、両サイド手を付かずにジャンプしても安定した状態

で立っていられます。言い方を換えますと、台形断面魚道の場合、子供達が

誤って魚道に転落したとしても、安全に下流側へ流れるようになります。そ

の一方、アイスハーバー式魚道の場合、プール内で揉みくちゃになり、大き

な潜孔が開いている場合、潜孔に引き込まれたら最後、生きて戻ってくるこ

とが極めて困難になります。すなわち、水中で溺死する可能性が高いことが

推定されます。台形断面魚道の場合、先ほども説明しましたように、下流側

のほうに流されます。すなわち、転落した場合、プール内の流れに任せて流

れることによって、下流側の方へ安全に流され避難することができます。こ

のような事もも魚道整備には大切な事ではないかと思い、紹介しました。殺

人鬼になったらまずいので…。

木村委員長 それぞれ、今日見て頂いて、ご感想、お考えになっている部分、それから

要望等あるかと思いますが、それぞれ簡単にご発言を頂けたら・・・。横井

さんどうでしたか。

横井委員 今日参加させて頂いて、地域の代表と言ったらあれですけど・・地域で生

活している、私としても非常にいい意見を聞かせて頂いたなと。それと、皆

さん方、関係機関の方も大勢いる中、徳富川の上流まで今日見させて頂いて、

本当にどの方も、きれいな水だねと言う声が、私は何人かから聞かされたん

です。非常に私たちも地域としても宝の川だと思っています。そのきれいな
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川、ましてや上流では、私たちの生活を守る上水道の取り口もあります。そ

ういうきれいな環境の河川を、何とか１日でも早く関係機関と協議しなが

ら、先生の今参考にされた良い御意見を取り入れて頂いて、元の、４０年前

の自然の姿に少しでも早く戻して頂きたいというのが、私のお願いでありま

すので、本当に今後ともよろしくお願いしたい。

木村委員長 鈴木会長さん、何かご意見頂ければ…。

鈴木委員 私も今日、ここに出席するまでは、不安でいっぱいですね、本来ですと主

人はここの、私もここの生まれで、現在まで来ていますし、主人もこういう

魚というものに対して、この川のね…、すごく興味があって、学生の頃なん

てずうっと釣りをやってたんですよ。そういうので、今ちょっと他界しまし

たんでね…。居たら、きっと持って私なんか、ここの場所に来るよりも、よ

かったんじゃないかなという感じで不安でいっぱいだったんですけど。でも、

参加してみて良かったなと、現状を見せて頂いて、今、先生のお話を聞いて

おりまして、これからの小さな子供たち、大切な子供たちに、安全で川で色

々体験をできるような、そういう施設を造って頂きたい。これは願いでござ

います。そして、私も、ここに座って、昔学生のころは、プールなんかは全

然無かったんで、やはり、そこの徳富川で泳いだ経験があるんですよ。そう

いう時にはそれこそ、今いるメダカから始まってねドジョウですとか、エゾ

ウグイなんか手袋持ってすくった経験があるんです。そういう自然をこれか

らの子供たちに、なんとなく活かして頂けたらなあという感じがすごくある

んです。そういうことでぜひ、先生のいい魚道を造って下さい。今、横井さ

んがおっしゃったように、私もすごく一番向こうの第３のところ見てますけ

ど、ほんと、水がきれいなんです。新十津川でこんなに水がきれいだったか

なと、この年になって、初めてわかったかなと、そういうことです。なんと

か、いい魚道を造って頂けたらなと、これはお願いする所でございます。

木村委員長 悪七さん、何かご意見頂ければ…。

悪七委員 皆さん、色々おっしゃってて、私はやっぱりこれからの、もちろん、大人

はどうでもいいとは言いませんけれども、要するに、ふるさと作りだとか、

郷土愛だとか、そういった自分で住んでいる地域に愛着を持つ、そういうこ

とは、何から始まるかといったら、やっぱりふれあいしかないと思うんです。

それはどういうことかと言うと、やっぱり、先ほどのお話を３箇所見ながら

聞いていて、この辺がいいなあとか、コースはこっちの方に取るといいんだ

よ、ということを聞いていて、私は安心したんです。ということは、そこに

行って、自分の目で確かめて、ほんとに身近にいるという、そういったこと

を体験できる、実感できる、そんな環境が出来るんだろうなあ、そうすると、

将来の子供じゃなくて、自分が楽しんで、楽しくなるような、そんな感じを

受けました。ぜひ、子供たちというか、家族みんなが、あるいは、地域の人

たちみんながそこに行って、ああ、こうなんだよなあという、これがやっぱ

り、最も近い環境教育かなあと、そんな感じをしています。出来上がった暁
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には、子供たちをつれて、また自然と触れ合う活動をと思っています。

木村委員長 ありがとうございました。森下館長お願いします。

森下委員 まず、一つは、すばらしい環境、立派な川が残っているな、よく吉野頭首

工では、子供達や大人を連れて、川遊びをさせるんですけど、今日頭首工３

つを見て、この頭首工があるから、あれだけの水田がいっぱいあるんだなと、

非常に有効に使われているということで、まず感心しました。二つめは、こ

れだけの立派な環境があるんで、これから、環境保全ということで、川から

今まで遠ざかった子供たちや大人を川に近づける、良いきっかけになるんじ

ゃないかなと、そのきっかけをその魚道をひとつの目玉として、吉野と、そ

れから更にもう一つ上あたりに仕掛ければ、人がどんどん集まるんじゃない

かな、そういうふうに考えております。やはり、将来の夢、魚道が出来て、

その暁には、こんなことが起きるんだよと、その夢を一枚の図面にして、我

々がこれから活動するのが、いいんではないかな、そう思っています。以上

です。

木村委員長 そうですね。館長さんが言われたように、将来こういう望ましい環境を作

るんだというのがあって、それに近づけるために私どもはやるという、そう

いう面では、非常に館長が言われたことは、大事だなと思います。地元の改

良区ということで、高桑参事さん何か…。

高桑委員 私もですね、小さい頃、川で泳いだり、魚を釣ったりして遊んだ、そうい

う時代だったものですから、こういう職について、もう、４０年にもなるの

ですが、こういった魚道に関しては、何年か前から関心があった所なんです

が、水商売といいますか、私どもは。先生の方からいみじくも、言って頂き

ましたけども、なかなか魚を中心とした水利用ですか、そういった事からい

けば、土地改良区の事を言わしてもらえれば、今日言って頂いた通りですけ

ども、今後もどんどん水が減って行く中で、やはり農家の方々の潅漑水の利

用が中心となるわけでございまして、出来る限り、少量の水で魚たちが、上

ったり降りたり出来るような魚道の整備をお願いしたい。

木村委員長 地元の課長さん、どうでしょうか。

岩井委員 私ども行政に携わっていて、何十年も大きな頭首工ついて、魚道が無くて、

昔は、こうだったよ、ああだったよという部分が、結論から言うと、そのま

まにされてきたと…。ということで、今回、魚道を整備するということで、

今日のいろんな話をうかがった中で、非常に前向きな話がなされていますの

で、非常にありがたいな、というふうに考えております。徳富川につきまし

ては、非常に清流というふうな事でございますけども、町の生い立ちという

か、それにおいても、元々が開拓に入っておるんですね、私どもの町は。奈

良県の十津川村から移住で来ておりますから。その関係で、やはり、何をす

るにもですね、徳富川が基本となってやってきた。というようなことで、特
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に、水管橋、国道のちょっと上流から、下流についてはですね、直轄河川と

いうことで、開発局の管理になっているんですが、その部分の整備、それと

公園の整備をちょっとタイアップして、ふるさとの川整備ということで、整

備を実施させて頂きました。この徳富川がふるさとの川なんだよ、というこ

とを、私も総会なんかに出たときには、胸を張って言ってきておるんですが、

胸を張って言ったのが良かったのかどうなのか、これからはですね、この頭

首工に魚道を作って、より水生生物と動植物からですね、また元の姿に戻る

ということを期待しながら、そのようのことを胸を張ってですね、また上っ

て行けれるようにして頂きたい、というふうに思っておるところでございま

す。以上です。

木村委員長 河川管理者として、何か意見を、土現の傍士委員…。

傍士委員 今、これ３基の、３箇所の話をしてたんですが、実際には、もう１箇所あ

ります。うちの方も今、対応を検討している最中なんですが、こういった意

見を反映させて考えていきたいなあというふうに、大いに参考にしながら、

一体性を持たせながらと考えております。ぜひよろしくお願いします。

木村委員長 ２２年度ですか…。

傍士委員 出来れば、今年位から、ぼちぼち入っていきたいなというふうに考えている

んですが…。

木村委員長 ぜひ、よろしくお願いしたいと思います。次に、長坂さん…。

長坂委員 今日は、本当にありがとうございました。最初の紹介のときにもあったん

ですけれども、平成１３年だったと思うんですが、土木現業所さんの主催で、

河川計画整備検討委員会というのが催されまして、それは、今、上流で作っ

ている徳富ダムの整備は、開発局で行うものなのですが、それに対応する形

で、徳富ダムができることで洪水の流量調節等、図られるのであれば、当時

の土現さんの整備計画に中では、やはり生き物に配慮した川作りということ

で、河畔林を、今までは洪水の障害になるということで、川から排除してき

たということがあったんですけれども、川の、特に渓流魚と河畔林の関係と

いうのが、どんどん明らかになってきたんで、川のそばの河畔林というのを

いかに残せるかというのを、平成１３年の委員会の時に検討項目に上がった

んですね。流量調節をダムにまかなえるのであれば、川の中の、要するに、

樹木をもうちょっと残せる余地が無いだろうか、という検討をその時、土木

現業所さんにして頂いて、その時の委員会に私は、河畔林の方の担当という

ことで、呼んで頂いた事があるんですね。ただ、その時は、もちろん頭首工

の話とか、やはりちょっと管轄が違いますから、話題には上っていなくて、

今回、農地整備の中からこういう話が出てきたということが、非常に画期的

だと思いますし、こういう形で地元住民の方含めて、検討委員会を作ったと

いうことに、まず非常にうれしく思っています。目標設定には私もすごく賛
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成で、自然科学とはちょっと手法が違いますけれども、私もアンケート調査

とかを結構やるんですね。それはやっぱり、その地域とか流域が、元々どう

いう自然環境を持っていたか、というものが、結局その川がどういうふうに

再生していくかとか、というものの目標設定に非常に有効で、北海道の場合

は、やっぱり、古い時代の生物調査の資料がほとんど無いので、そうなると

やっぱり今、私の経験だと６０代以上の方でないと、昔の、まだ余り手が入

る状態の、北海道の自然環境というのを、よくご存知でないというか、５０

年代だとちょっともう、だいぶ変わってしまうんですね、その意識が。です

ので、もし可能でしたら、この徳富川流域の、例えば、昭和の生き物マップ

みたいなものを整理してみるとか、そういうことも、せっかく住民の方の意

識が高いので、住民参加型っていう形でも面白い取り組みが出来るんじゃな

いかなというふうに思いました。それと、河畔林の樹木の立場で、徳富川の

特徴を申し上げさせて頂くと、川沿いに柳が沢山生えているのは、皆さん、

経験的によくご存知だと思うんですけれども、一括りに我々柳と呼んでいま

すけど、１０種類位あるんですね。それで、川の上流から下流まで、すごい

広い範囲で分布するものもあれば、ある決まった生息環境だけを好む柳があ

ったりするんです。色々種類によって結構好きな環境というのが違うんです

ね。徳富川の場合に、ちょっと特徴的なのは、オオバヤナギと言う柳が生え

ています。これは、わりと土砂の移動が激しい、いわゆる、暴れ川に多い柳

なんですね。この増毛から樺戸の山系というのは、雪解け水が豊富で、おそ

らく、融雪期の時の出水というのが、ものすごく激しいです。あと、地質的

に結構もろいので、山の方ですね。土砂生産がかなり活発だと思います。徳

富川は、そういう、言わば上流からの土砂生産の上に出来た扇状地です。扇

状地の湧き水が出るところというのは、サケの産卵の適地としても知られて

いますので、私たちが河畔林の調査をやっていると、そのオオバヤナギの群

木があるところというのは、だいたいサケの産卵適地だったりするんで、こ

の辺りの水系は、徳富川があって、オシラリカ川、エタイベツ川、どこもオ

オバヤナギが、かつては、もっとたくさんあったと思われるんですけれども、

今、割と、まとまった群落として見られるのは、徳富川水系なんですね。お

そらく、そういう樹木の生息と、川の環境と、川の生き物の環境というには、

私たちなんかは、割とセットで捉えるので、今取り合えず、サケの遡上とか、

サクラマスなどの遡上とか、産卵を目標として考えるとしても、将来的には

樹木というか、周辺の環境との再生というのをセットで考えられると、理想

的な川の再生の姿になるかなと思って、今日、徳富川を拝見していました。

今後も非常に期待が持てるかなと思いますので、どうぞよろしくお願いしま

す。

木村委員長 森林と川と地域というのは、表裏一体なので、そういう面で、空知も三分

の二は森林ですから、やっぱり良い森林を作らないと良い水が出来ない、良

い水が出来ないと良い農業というか、地域も出来ないというようになります

から、そういうことも大事なことだと。事業執行者として何か一言を。

石井委員 大変参考になりました。どうもありがとうございました。こちらでやって
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いる色々な調査の案件ですが、聞き取り調査というのが、４０年前ですか、

頭首工を造る前、それ以前はどうだったのか、というような調査が、あまり

やられていないと言う事で、そういった聞き取り調査を今後どんな形でした

らいいのかなと、考えている最中なんですが、先程言われた様に、どういう

魚が上がっていたのか、どういう川の状態だったのか、というのを、ある程

度聞き取り調査をするしかないのかなと。役場の方に聞いて、どういう方が

詳しいか、といった調査が、第１点しなければならないのかなと思いました。

それと、あと産卵床ですね、魚道を作ることによって、魚が上がってくるの

ですが、産卵床があるかどうか、魚の卵が産める河川があるのかどうか、上

流にですね、あと支流ですか、地図を見ますと支流がかなりありますので、

そういった可能性という調査も少し不足してたのではないかなと思いました

ので、今後そういったものも調査して、もっと充実させて、調査をしていか

なければならないと言う事を思いましたので、今後とも協力をお願いしたい

と思います。

大友委員 今日、現場を見させて頂きまして、私共の方は事業を執行すると、良い施

設を作るという事なんですが、今日お話を頂きました様に、皆さんのいろん

な意見を聞きながら、先生のアドバイスを聞きながら、できるだけ皆さんに

喜ばれて、将来の子供たちに喜んで使って頂けるようなものを、私たちも作

っていきたいなと思っております。意外とですね、ひょいと目を向けると、

身近なところにすばらしい環境があるかなということが、今日感じました。

上徳富頭首工のすぐ下までサケが来ていると、遡上していると聞きました。

あと魚道が出来れば、きれいな環境の方に上って行くというふうに思います

けども、そこまで来てるなら、ぜひとも上らせてあげたいなと、そのような

気持ちもあります。そんなことをちょっと考えながら、帰りの車の中で来た

んですが、いろんな多様な魚が上ってくる、そういった環境を早く取り戻し

たいなと。魚がいるのが当たり前なんだよと言える様な、そういうものを子

供たちに伝えてあげられるような施設を作っていきたいなと考えております

ので、これからもよろしくお願いします。

木村委員長 それでは最後に安田先生お願いします。

安田委員 ここ数年間の間に北海道の方に来る機会が非常に多く、最近では、北海道

内の新聞でも賑わしています天塩川のサンルダムの関係で、専門委員の委員

として参加しています。多大な宿題を頂きまして、努力させていただいてお

ります。自然の中に物を作ると言うのは大きな付加を与える訳ですから、そ

の負荷をどれだけ最小限にとどめるかという、具体的な案が本当に必要なの

です。批判するのは、いくらでも簡単ですが、どうすればいいのかというこ

とを本当にお互いが協力し、それぞれの能力を最大限に出しあっていかない

と、解決の糸口が見出せないことが多いと思います。知床半島の斜里側のル

シャ川、羅臼側のサシルイ川、函館の川汲川など魚道整備のお手伝いをさせ

て頂いており、この北海道でさまざまな経験をさせていただき、勉強させて

頂いております。本当に北海道とのお付き合いが長くなり、今後も魚道整備
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のお手伝いに、最大限努力していきたいと思います。本日は、本当にありが

とうございます。

木村委員長 今日の検討会は、非常に盛りだくさんで、時間がちょっと遅くなってしま

い申し訳ありませんでした。今日頂いた意見、それから、これから具体的に

どういう魚道を整備していくか、といったことについてもですね、皆さんか

ら頂いた意見を踏まえながら、安田先生にもアドバイスを頂きつつ、図面に

落として、次回の検討会には、こういうふうな形でどうでしょうかと、皆さ

んにご意見を賜りたいと思っておりますので、何とかお魚さんに喜んで頂け

る、そういう魚道を作って、地域の子供たちにも、皆さんにも喜んで、楽し

んで頂ける、そういうふうな施設が出来れば有難いなというふうに思ってい

ます。これで、今日の検討会を終わらせて頂きます。ありがとうございまし

た。

事務局 最後に事務局のほうから…。今日は皆さん忙しい中、大変ありがとうござ

いました。特に安田先生におかれましては、今日かなり良いヒントを頂いて

しまったのかなと思っております。次回は、皆様から御意見等頂きましたも

のを基に、ある程度こういう物にしたら良いのではないかという案を出せれ

ばと思っています。それで、今日の色々な皆様のご意見をペーパー起こし致

しまして、皆さんに送付したいと思っております。その中で、確認等があれ

ば戻しながら、最終的に作っていきたいと思いますので、ご協力お願いした

いと思います。あと、次回の予定ですが、今のところ、１１月を予定してお

ります。それで、少しでも早く準備が出来次第、委員会を行う前には、事前

に１ヶ月前には、皆様にいつ頃良いでしょうかと聞きながら進めたいと思い

ますので、またご協力の方よろしくお願いしたいと思います。本日は大変こ

の時間までありがとうございました。

終了 １７：３０


