
- 1 -

第第第第２２２２回 新十津川地区魚道整備検討会 各魚道説明回 新十津川地区魚道整備検討会 各魚道説明回 新十津川地区魚道整備検討会 各魚道説明回 新十津川地区魚道整備検討会 各魚道説明におけるにおけるにおけるにおける議事録議事録議事録議事録

各各各各３３３３頭首工頭首工頭首工頭首工のののの個別質疑個別質疑個別質疑個別質疑

上徳富第上徳富第上徳富第上徳富第２２２２幹線頭首工幹線頭首工幹線頭首工幹線頭首工についてについてについてについて

安田委員

・対象魚種であげられた、底生魚と遊泳魚と一部甲殻類ですが、ここで示された甲

殻類のスジエビは、淡水化に生息するエビですから広範囲に移動したり降河したり

することはありませんが、たとえばモクズガニのようなものがいれば、親が海まで

降りていくので、遡上、降河のルートは非常に大切であるが、事前の調査のなかで

も、モクズがにが確認がされていないということですが、ただ居ないということで

はないと思いますが、今回の調査でも確認されなかったことから、対象魚種になっ

ていないと理解しています。

問題なのは、底生魚のハナカジカについては、調査の報告で部分的にいたりいな

かったりしていますが、恐らくそれは頭首工が整備される前の段階で居ついたもの

が成魚となっていると思われます。それが、遡上してきたと言ったら大間違いだと

思います。ですから、大人しかいないと思います。子供のハナカジカはいないと思

います。その辺のことを考えて、稚魚が育つような環境を考えると連続性の確保と

いうものは 本格的に考えなくてはいけないと思います。

先ほどの魚道の構造について説明がありましたが、残念ながら底生魚に配慮した構

造は一つもない。そういう意味では残念です。

上徳富第２幹線頭首工ですが、河川と魚道とのつながりがあまりにもアバウトで

わかりません。はっきりとした意見です。

大体、あの辺ということはわかりますが、大体では魚道の整備にはなりませんので

具体的に細かい所が必要と思います。たとえば、かんがい期のところでは右岸側、非

かんがい期のところでは左岸側と言う事ですが、右岸側のかんがい期に使うバイパス

のように造られる魚道については、魚道上流端の位置については異論はありませんが、

魚道下流端の位置がどうしてそこなのか説明が何もありませんでした。なぜ、そこな

のか。1/10 を延長したらそこだったではだめなんです。やはり、迷入をなるべく避

けるという主旨でどこが一番迷入しずらく、しかも、つながりがどこが好ましいのか

と言うところが抜けていたような気がします。

先ほど、現地視察をして分かったことですが、堰からコンクリート水叩きがあって

コンクリートブロックがその下流に続いていて、それより少し下流になると段差があ

って越水しています。あのラインのところから魚道とつなげるいうのが好ましいのか

な。という感じは現地の視察をして率直に感じたところです。それから、迂回の形が

カクカクになってますけどカクカクにしないといけないものなのか。多分イメージと

してそう書かれたと思うんですけど、もう少し連続的につないでいくということは、

技術的に十分可能なのでその辺のデリーケートのところは考えてほしいと思います。

それから、左岸側のほうの非かんがい期時の魚道の考え方ですが、ゲートのすぐ下流

側がクレスト状に下がっているんです。対岸の方を見に行って分った事は、ゲートの

直上流からゲートのところまでは限界流を通過して、少し射流が生じる区間があって
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越流しているのですが、その理由は、ゲートの直後で底盤が下がっているため、ゲー

トを通過する流れの水位が下がり、流れが加速され、射流になったということです。

また、底盤が下がってそれから、少し平らな所があって更に大きな落差があります。

落差は二段構えなんです。そうすると、構想図で見ると丁度、1 枚目と 2 枚目が該当

すると思うんですけど、今のゲートの落差よりもう少し下流側より魚道工を造るよう

になっていますけど、この状態では魚道に接近する流れが相当速くなってしまい遊泳

魚が魚道を利用して遡上することは出来なくなります。たとえ流量が少なくなったと

しても、落差を乗越える事も非常に難しくなります。ですから、現実的な魚道のつけ

方になっていないと思います。この場合、始めの越流底部が下がる直前から魚道を設

け下流の河川に魚道を接続すべきであります。魚道の下流端をどこに位置させるべき

かと言いますと、護床ブロックの段差のついた所で魚道下流端を位置するように整備

を進めていけば宜しいのではないかと思います。

流量が大きく変動すると思われるのですが、先ほどの資料でアイスハーバーと台形

断面が提示されていたのですけれども、実は矩形断面というのは水量を増せば増すほ

ど魚道内の流れが乱れていくのです。矩形断面の場合、魚道の側壁が鉛直面なり横方

向に変化しにくい流れとなります。しかし、側壁の壁が斜めに傾いていると、横方向

に流れが変化してくれるので、様々な水量変化に対して、側壁が斜めになっているこ

とにより水際の流れは緩くなります。このように水量が大きく変動するような所につ

いては、壁の傾きは 1:1 ではなくもう少し緩やかな方向に傾けることにより、水位が

様々に変化しても、水際側の流れを緩やかに抑えることが出来るということが一つの

基本的な考えではないかと思います。

台形断面状の隔壁のすぐ横がつい立のような鉛直壁になっていますが、これは台形

断面の機能を果たすことはなりません。台形断面の場合、いわゆる側壁が斜めになっ

ていて、隔壁を乗り越えるときの水際側では斜めの壁に沿って水が越える状態になる

ため、魚が水際に沿って泳いで上れるようになります。このように、隔壁の両端から

すぐに立ってしまうと、短形断面の場合とあまり変わらないこととなり、台形断面に

している意味がありません。

それから天塩川水系に、最近、サンルダムが建設されると言うことで、調査用魚道

として台形断面魚道が造られて一部切かきを設けたタイプがあります。実はこれも北

海道砂防技術基準(案)に基づいて考えられているようですが、、切り欠きが設けられ

ています。その幅は 34cm ほどあって、その切かいた溝の深さが 20cm ほどあり、全

体で 30cm の水深を確保することが切り欠きを設けた狙いです。調査対象としては主

にサクラマスでありますが、確かに切り欠きの箇所でサクラマスが遡上している割合

が多いという結果になりました。この魚道では全体で毎秒 0.28m3 位の水量が流れて

いました。魚道幅は 3m です。このことによって、切り欠き以外の隔壁上部の水深は

10cm に満たない状態になりました。すなわち、切り欠き以外では隔壁上部の水深は

浅いのです。そうすると、水深の浅い側をサクラマスが上ろうとすると、水深が 10cm

未満ですから、遡上に失敗するケースが見られます。サクラマスの体高から考えます

と、水深が余りにも浅すぎことは容易に想像できると思います。すなわち、サクラマ

スが一生懸命、水深の浅いところを遡上しようとしますので上がりものもいますが、
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失敗するケースが多いのです。したがって、あまり切り欠きを大きく設けすぎると、

遡上環境に偏りが生じることになるのです。サクラマスは水深の大きい切り欠き側を

通ると言う先入観は人間のエゴであります。切り欠きのない箇所を遡上しようとする

ものもいる訳ですから、左右で異なった遡上環境にすることは好ましくないと考えら

れます。ですから、切かきの設け方についてももう少しデリケートに考えないといけ

ない点でないかと思います。あとで、参考として示す資料がありますのでお示ししま

すが、少なくても上徳富頭首工について難しいところはそういうところです。

体高の 2 倍程度の水深がないと、大型魚が遡上しにくいというのは嘘です。実際には

越流水深が 15cm 程度ありますと、体長 70cm 程度のサクラマスでもシロサケでもカ

ラフトマスでも十分遡上できます。それはあとでお見せします。羅臼川の台形断面の

実績でどう上がっているか見ていただければすぐわかります。それが越流水深 15cm

前後です。

ですので、越流水深が 10cm 程度と小さくなりますと、大型魚にとって遡上しづらく

なりますけど、水深を 15cm 程度まで確保しますと、遡上しやすい環境になると思い

ます。

大友委員

今の安田委員からの色々と専門的な点からお話がありましたので、底生魚の方の配慮

をもう少しした方が良かったのではないかとか。河川と魚道の位置について、なぜそ

こなのか。迂回の方法が角々しくもっと滑らかにするとか、非かんがい期のゲート部

の考え方、すり付け魚道の位置では流速が早すぎるので、もっと下流の位置に設ける

べきでないかとか。台形断面の話だとか、かなり専門的な話なんですけど、これらを

踏まえてまた、検討しなくてはいけないと思います。

事務局

非かんがい期の魚道は洪水吐幅としているのですが、ここまでの幅が必要なのかど

うなのか。今後河川協議等もありますが、示されている水量によって片側は既設の

壁を活用して、斜にして反対側に仕切壁を造るとかはどうか。

安田委員

経済性を考えれば、魚道をそんなに幅広く作る必要はないかもしれません。

ただし、ゲートの直ぐ下流側で底盤が下がった後に平らになり、再び下がる状態に

なっていますので、ゲートを通過した水位は下がりやすい状態になるわけです。この

ことは、ゲートより下流側へ越流する流れの、流速を速めることになります。そこで、

ゲートから越流する幅の一部を魚道として、魚道以外の箇所を現状のままにしておき

ますと、魚道に隣接する流れが速い状態で放流されることとなり、魚道に影響する可

能性があります。すなわち、魚道設置によって流れの速さを抑えても魚道の脇の速い

流れの影響を受けて、魚道から魚が遡上しづらくなる可能性があります。したがって、

ゲートから越流する幅全体で魚道としなくても、魚道以外の箇所を階段工などといっ

た高速流を抑制する構造を設けるなどといった対策が必要と思われます。
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ゲートの設置箇所から勾配を緩くしていきますと、流れも緩みますので下流側から

魚が遡上できる状態になります。ゲートの所の壁を斜めにすることは構造からいって

物理的に不可能ですから、鉛直の壁の状態でも遡上できるようにするためには、流速

を制御する方法しかありません。流速を制御するためには、水位が下がりにくい対策

をとる必要があります。

まさか、ゲートの構造を抜本的に変えることは出来ないと思いますので、今のゲー

トの構造を生かしながらゲート下流側の越流面の構造だけを変えていくということ

を考えて、全面的に魚道にする場合も一部魚道とする場合も、魚道との接続方法、

一部魚道にする場合には魚道以外での接続方法を合わせて考えなくてはならないと

思います。

森下委員

今のと関連してというか、 左岸に行った時にゲートの下の所に大きなコンクリート

の塊が 2 つ 3 つあったのですが、あれを見て魚道を造った時の強度がどうなのかと

思った。上流から流れてきたのか 横の大型ブロックが崩れて落ちたのかは、わから

ないけれども、強度についてどうなのか。

悪七委員

それに関連して、左岸の方ですが、ブロックを何時置いたかは不明ですが、かなり

崩れています。その辺の河床の変化なのかその当たりの見通しと、魚道の入り口をど

の辺に設計するかというその辺りを検討されなくてはならないと言う感じがする。

安田委員

スライドで上徳富第 2 頭首工のところまで戻してください。

P7 のところです。

コンクリートの塊が流れてくるって言うのは、先ほど言った大きな落差が流れを加速

させているので、やはりブロックなどは平気で流れると思います。ですから維持管理

を考えると、川がこのように蛇行していたので、大きな洪水の時にこのように流れま

す。あと、融雪洪水の時には、恐らくこちら側（左岸側）を通ってくる可能性が高い。

というのは、橋を渡った時に洗堀されている跡が見えました。そうすると、融雪洪水

の時にこういう所から流れてきて、今の段差の所で流れが速くなってきますので、今

みたいに大きなブロックが流される状態になります。

そこで、魚道を整備することによってこの勾配を緩やかにすることが可能となり、流

れの勢いを低減することが出来ます。そうすると、現状のような加速する流れは形成

されず、流れの制御が可能になります。その結果、将来、左岸側の大きく山積みして

あるブロックが下流側へそらに流される心配はなくなり、河床の洗掘防止または、軽

減にもつながります。すなわち、護岸の保護にもつながります。

現段階で魚道の下流端となる位置をどこにすべきか、ということを即断するのは難し

いところがあると思いますので、コンサルタント側と行政側と私を含めて、意見調整

した上で次回にもう一度、具体的な案を提示すると言う形をとったらいかがでしょう

か。
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皆様にとっても迷惑かからない様にしないとね。

大友委員

そうですね。

長坂委員

私は、このような構造物の専門ではないので、P-18,19 の断面図をどうやって見たら

良いのかよくわからなくて、それを確認したい。

たとえば、P-18 の断面図をどう見ると魚道の構造のイメージになるのかな。

と思っています。

安田委員

これって、壁ですよね。

長坂委員

でも、高さは本当の高さですか。

安田委員

ここがグレーチングで歩けるようにしてるということは、実際の高さはここまで想定

しているようです。

横からぐるっと回り込む方の部分で、皆様が歩いた位置の高さがここだという事のよ

うです。ここから、この深さまで掘下げた所に魚道を造る。そして水かさが多くなった

時には、逃げ道として横の余水吐きにつけたという考え方なんですね。

長坂委員

それは、横断的な構造物がある間隔をもって造るということなんですね。

安田委員

その一部をスパッと切ったような感じの断面なんでしょう。

長坂委員

P-19 についてはどうなのでしょうか。

これは、横断図か縦断図か。

ルーラルエンジニア

横断図です。

吉野頭首工吉野頭首工吉野頭首工吉野頭首工についてについてについてについて

安田委員

魚道の工法は同じなので省きます。
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上下流のつなげ方の問題で、高水敷地としては十分あるのに、何でこんなに狭苦しく

カクカクに曲げてるのかなと言うのが正直なところです。

もう少し、縦方向に延ばしたら良いのになと思うのですが、先ほどから出ているよう

に、遡上と降下に配慮する話は、魚は魚道だけを降下するだけではなくて、堰の上か

らも降下する訳です。魚道を目指さなくては降下できないのではなくて、越流水量が

多ければゲートの上からでも魚は降下します。

そうすると、降下することに迷うから魚道の位置をここにしなくてはならないという

話をしてますけど、それは、大きなダムなんかで、たとえばダム湖につけた場合などは

最悪なんですが、そういう場合は、配慮しなくてはならないと思いますが、この場合は、

堰ですから魚道以外からでも落ちる訳で、落ちたときに P-20 の人が立っていますが、

こんだけ浅い訳ですよね。ここに水と一緒に魚が落ちると失神する恐れが高いわけです。

むしろこっちの方のカバーの方が大切で、すなわち、水クッションをもう少し深く設け

てあげることが、大切な話だと思います。

魚道については、もう少し前後に広げるようにしてスムーズにつなげることが順当で

ないかと。今、コの字型にしてゲートを囲むようにして曲げてますよね。それをもう少

しハの字に両側に広げると言うような形を考えて、整備を進めた方が適当だろうと思い

ます。

事務局

吉野頭首工の Y-2 図では、導流壁 H=25cm を設けていますが、これは前回の検討会で

も先ほどの先生からの話でもあったように、プールを設けた方が良いとの考えから、壁

を設けて水を溜めることを考慮したものです。

安田委員

これは、高さだけが今図面に示しているようですが、導流壁は連続的な面的なのかそ

れともブロックみたいにして隙間が開いているものなのか。たとえば、ある程度、水量

が溜まるとプールの役割になるとか、水量が少ないとプールにならないというものなの

か。

事務局

導流壁は連続的な面的なのか、それともブロックみたいにして隙間が開いたものがよ

いのか、現在検討しています。

安田委員

連続にしない方が良いと思います。溜めた所に土砂がどんどん溜まりますので、ゲー

トの管理者側からすると好ましいことではないと思いますので、やめた方が良いと思い

ます。

事務局

導流壁の位置は、図面に示しています位置に設けようと考えています。
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また、魚道をコの字にしているのは、最短距離を示していますが、下流については水の

流れの位置を考えて決めたいと思います。

安田委員

非かんがい期の時は、面的ですと阻害要因になりますから、上れなくなるので隙間を

つくり、ちゃんとそこから水が流れて遡上できる環境にしないと本末転倒いたします。

事務局

魚道の上流部分の魚道の出口側ですが、コの字型にしているのは土砂の入り込みを防

ぐためにしました。

安田委員

逆に、土砂を積極的に入れないと言うか、入らないようにしようと言う考えなんでし

ょうど、先ほど紹介しました台形断面ですと、別に入ってきても何ら影響とはならない。

元々、何の為に造るのかと言う事を前提に考えてほしいです。守るために造っている

わけではないので、そこが本末転倒にならないようにしなくてはいけない。目的ははっ

きりしていると思います。

安田委員

導流壁は、面的でないにしても、遡上してくる魚にとっては奇妙なものがあることに

なるわけですが、魚道の入り口の位置については適切なところにあります。

ですから、そういう位置関係は良いのですがあまりにもカクカクした発想はやめてほし

いと思います。

竹村代理委員

導流壁を造ることによって、ウオータークッションを造るわけですけど、その下流に

及ぼす影響(上るところがない)はないのか。

安田委員

先ほども言いましたように、面的ではなくてブロックのようなものを活用して隙間を

要すると、通常時の水量ですと別に水位は上がらない。あくまで隙間から水が流れるて

いるので、そこから通れるようにしてあげる。但し、水量がある程度多くなると水かさ

が上がって水クッションのような形になって、落ちてきた魚の失神をおさまるようにし

てあげれば一番良い方法でないかと言う意味です。

竹村代理委員

一番良いのは、そこが掘れれば良いのですね。河床より下がるような工法が良いので

すね。
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安田委員

洪水時にその掘り込みがどう言う悪さをするかですね。ゲートをフルオープンとし

た時に、掘り込み部が逆に侵食の作用を促すようなことであってはならないと思いま

すので、掘り下げることは危険性を伴いますから、あまりリスクを伴うより安全側を

考えた方が無難かなと思います。

大友委員

魚道の線形は、カドカドしているが、もう少しスムーズに縦方向に伸ばした方がよい

といわれてますので、形状を検討するという事。

水クッションについて水深が浅いので、魚に影響を与えないように設けるが、非かんが

い期に支障のないように考慮する。

土砂排除の関係では、台形断面にすることにより排除可能となる。これらについても、

詳細設計の時に内容を踏まえて作成することが大切です。

それでは、最後になりますけど、３ヶ所目の西徳富第４幹線頭首工について、質疑を

いただきたいと思います。

西徳富第西徳富第西徳富第西徳富第４４４４幹線頭首工幹線頭首工幹線頭首工幹線頭首工についてについてについてについて

安田委員

魚道の最小ルートの計画している位置のスライドをお願いします。

先ほどの話から想像がついてたのですが、土砂の流入を防ぐために直角に曲げているの

かと思ったのですが、魚道内の土砂の排出機能が改善出来ればこのように曲げる必要は

なくて、この部分の壁を取ってまっすぐにしスムーズに入れるようにしてあげたほうが、

順当な選択だと思います。

降下する魚に対しては、真直ぐにしたことによって降下の障害が起きるなどの考え方

をする必要はないと思います。

それが、真っ先に気づいたことです。あとは、先ほどと同じようにカクカクと曲げな

いということです。

事務局

確認したいのですが、第 1 回目の時に、現地の写真を見ながら色々とお話があった中

で護床ブロックと叩き部で水が暴れていた状況があって、呼び水効果になるということ

でしたので、魚道の入り口はもう少し下げた方が良いのでしょうか。

安田委員

そうだったのですが、今ここで、スライドにもありますように、水叩き部分を魚道と

して隔壁を加えて、非かんがい期のときには回り込んだ魚道以外からも上らせるように

という考えですから、そうするとこの部分の護床ブロックは魚道の中にあるわけです。

そうすると、ここにすでに高低差がてきてくるので、この位置から魚道として入れたほ

うが良いと言うはなしにつながってきます。この話と一体で考えないといけないんでな
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いかと思います。チョット次元がずれています。

大友委員

他に意見はないでしょうか。

安田委員

皆様が心配されるのは、せっかく造っても本当に機能するのかという所かと思います

が、どういう配慮をすることによって魚道としての機能が発揮できるのかを、スムーズ

に理解できる内容にした設計に反映してもらうと、皆さんの合意が得られやすいのかな

と思います。今の状態だと、色々と不安材料が多くて感覚的に見てもこれで良いのかと

いうように思えていることが、今障害になっている。そこを解消した上で次回具体提案

をされたほうが望ましいのではないかと思います。

大友委員

三ヶ所の頭首工の意見を伺いましたが、その他ご意見はありませんか。

なければ、安田先生から情報の提供がありますので、よろしくお願いいたします。

安田委員

前回の６月の段階で話したときには、羅臼町のサシルイ川のカラフトマス・シロサケ

の遡上調査を実施されていなかったのですが、８月と１０月の２回の調査を実施しまし

た。

その結果を紹介できるので、触れたいと思います。

実はですね、10 月下旬に国際会議がありまして、そこでもこのようなことを行って

いることを紹介しました。

たとえば、台形断面の確認ですが、これは切りかきがついたものです。切りかきと言

うものは、あくまでも水深を確保することが主なポイントです。水深を確保するといこ

とで、上り易くするということですから、台形断面で上りやすいポイントはどこか。壁

なんです。

水際から魚が上がって来やすくなるというのがポイントで、切りかきというものは真

ん中に設けるものではなく、設けるのであれば端にすべきです。

それでは、シロサケ・カラフトマスについて紹介です。

見ていただいたように、どこを上がっているかと言うと水際なんです。ちなみにその時

の水深は、越流水深は少なかったのですが１２～１３ cm でした。それでも、容易に上

がっていきました。

前回、隔壁が鉛直でカラフトマスが上がれなかったと言う映像をお見せしたと思いま

すが、まったく同じ場所です。

連続して、泳いで上がっています。ジャンプしてではありません。

サクラマスも、サンルダムの調査を行ったときに、９月１０日から９月３０日間で、５

８０匹上っています。一番多いときには、１日で１２５匹上がっています。そのうち５

０%以上が水際です。特に、切りかきがついているからです。
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切りかきがついていないところは、水深が浅いのでやはり失敗をしているケースが多い

ので、２割以下です。

中には、魚道内が混雑すると待ちきれず、ジャンプして上る者もいます。ですから、

絶対にジャンプしないとは言いませんが、基本的には水際を使って上がるのが基本です。

たとえば、シロサケはどうであったかというと、画像のように上っています。

先ほどのカラフトマスの時より水量は増えてます。水深は、あって１５ cm 程度でした。

このように、ある程度水量が多くなるとシロサケでも上がって行けます。

先ほど、連続的にカラフトマスが上がったと言う映像を紹介しましたが、ここでもシロ

サケは上がっています。

ちなみに、今日道庁よりデーターをいただいたのですが、今まで下から２番目は、シ

ロサケが全く上っていなかったのですが、２６匹目視できたことが分かっています。

ですから、台形断面にしたことによって、彼らは水際を通って上がってくるわけです。

ちなみに、ここにはオショロコマもいますが容易に上がっています。

サンル川の方では、サクラマスが何匹とか新聞等で紹介があったと思うのですが、実は

あそこには、小さいヤマメも稚魚もいますし、ニジマスやウグイもいます。そういう魚

種も上がっていました。

ただ、対象としてクローズアップしていなかったのであえて報告されていません。

竹村委員

台形断面の法勾配は１割なんでしょうか。

安田委員

これは、１割勾配です。先ほどのものも、１割勾配です。

たとえば、もう少し緩やかにしたほうがもっと、より水際の流れが落ち着くのでより良い

のではないかと思います。ただ、幅が広くないと、理想的だがなかなか勾配を緩くする事

は難しい。

先ほどの上徳富第２幹線頭首工のゲートのところに、魚道を造るとしたら幅がある程度

確保できるので、そういう所には緩やかな勾配が確保できると思います。あと、渡島支庁

に山崎川がある落差工に既設の魚道があるが、改修の予定となっています。その時に、あ

の川はシシャモが上ってくるということなので、遡上の弱いものも合わせて遡上できる環

境にするために、２：１の側壁勾配を採用することになっています。

なぜ、1：１の勾配が良いのかと提言したかと言いますと、捕食されるのがいた。

長崎県の方では、小魚が多く捕食被害の多いところなので、勾配が緩いと魚道が鳥の餌場

と化してしまいます。そこで、１：１の勾配にしています。この勾配で側壁を設けますと

水際近くには鳥が止まれません。そうなると鳥は上のほうに止まっているのです。

ただ、幅が広いので逃げ道がかなりあるので、途中で食べられるよりリスクは小さいこと

は間違いないです。

そのところに、甲殻類が上がってくる画像をお見せします。

甲殻類というのは、エラ呼吸でして甲羅の中に水を溜めてます。そして足の付根あたり

から水を降下してます。彼らにとって水の流れが速いか遅いかは、触覚を使っています。
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触覚が前に伸びると流れが遅いので入り、触覚が後ろへなびくと流れが速いので入らない

といった識別でやっている。

一つ見せたいのは、自然石を使った魚道の映像をお見せしますが、側壁に玉石が張り付

いてるように埋め込んでいるところです。よく、自然石を使ったほうが生き物に優しいの

ではないかという事で使われている事例があるのですが、画像のように水しぶきがあたっ

て滑るのです。爪が引っかからないからです。

つぎは、モクズカニです。モクズカニは、どこを通っているかというと、石と石の間の

コンクリートの所の爪が引っかかり易いところです。石の滑りのある所に足を掛けた瞬間

に流されてしまいます。

ですから、玉石は生き物に優しいかと言うと、決してそうではない。時には厳しい環境

を与えてしまうことになります。

これは、９月１０日ですけども、産卵のために親カニが降下していく状況ですが、足の

先を使って流れを感知しています。

丁度、限界流の近くでカニが水面から上がります。このように目で流れの様子を確認し、

調べてから中に入ります。このように連続して流れが限界流から射流へと遅い流れから速

い流れとなっている場合には、カニにとってスムーズに上ったり下ったりすることが出来

ます。

前にもお見せしたかも知れませんが、このように隔壁の流れが速い所は外に出てます。

ひげを少しづつ水に触れさせて、遅くなったところを探して水面に入っていきます。です

から、徐々に連続的に遅くならないと彼らにとっては入り込めない。カニも同じことです。

このような、配慮をすると甲殻類とかにとってはうまく上れる。また、底生魚としては、

前回にもお見せしたように、１：１の斜面でも斜めになっている分だけ、壁にくっ付いて

はってあがって行くことが出来ます。

ヤツメノのほうがもっと吸盤を使えるので、問題なく上がります。

横井委員

紹介していただいた魚道の高さはどのぐらいあって設置しているのか教えてください。

安田委員

羅臼町サシルイ川の方は、高低差は約３ m あります。今、もう一箇所のチエンベツと

いう所は、高低差は約７．５ m あります。魚が一気に上れるプールの数は限りがあって、

５～６ヶ所に１ヶ所ぐらいの休憩できるプールを置いてまた連続性を持たせるという原理

を働かせるとカラフトマスでもシロサケでもサクラマスにおいても上ることが可能です。

以上です。

大友委員

なかなか見れない貴重な映像だと思います。

色々なお話と、映像で見せていただき分かりやすくありがとうございました。

それでは、最後に悪七委員より地域の子供たちとの活動等を紹介していただきたいと
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思います。

地元中学生地元中学生地元中学生地元中学生のののの自由研究自由研究自由研究自由研究についてについてについてについて

悪七委員

紹介だけさせていただきます。

新十津川中学校で子供達の自由研究発表が１０月２４日にありまして、中学一年生が「新

十津川の自然を知る」と題して、自分たちの足で調べると言うことで、釣りでは捕れなか

ったが網でドジョウは捕れたということでいろいろと調べたようです。 そんなことで、

子供達もそんな風に色々な夢や願いを持ちながら活動しているという実態がありました。

今回の魚道を造るというものは、彼らの夢を実現していくそんなような事業であるように

考えています。将来が楽しみだなと思います。

彼らは、自分達でアイディアを出して子供らしい発想だと思っています。「川はきれい

だったけれども、ため池では葉が沢山あって泥で埋まっていた。」「魚が最適に住める川

にしてほしいです。」「魚が沢山いる川にしてほしいです」など素朴な願いがあったり、「現

地調査に行って、川はきれいでしたが網で魚を捕まえることは出来ませんでしたが、良い

経験になったと思います。」など、そんなような活動を行っているという紹介でした。

大友委員

どうもありがとうございました。地域の子供達も、自然を大切にするということに非常

に関心を持って取り組んでいるんだなということが、素直な表現がなされていましたので

大変良く分かりました。ありがとうございます。

これで、今日の議題は全部終わりました。

定刻の時間となりましたので、本日の検討会はこれで終了させていただきます。

委員の皆様から、色々なご意見をいただきました。安田委員からも様々な分野にも貴重な

意見をいただきました。これから、意見を反映させまして最終案の作成に進んで行きたい

と思います。

将来構想図については、次回に皆様に示したいと思います。本日はご苦労様でした。

事務局

次回は、年明けの２月中旬から３月上旬の間に行いたいと思っておりますので、各委員

の皆様には早めにご連絡させていただきます。

また、次回は分かりやすい図面で示させていただきたいと思います。

本日は、ありがとうございました。


