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第第第第３３３３回新十津川地区魚道整備検討委員会議事録回新十津川地区魚道整備検討委員会議事録回新十津川地区魚道整備検討委員会議事録回新十津川地区魚道整備検討委員会議事録

議題

①新十津川地区魚道整備検討会要領の一部改定について

②第２回新十津川地区魚道設置検討会内容報告

③将来構想及び地元聞取り調査結果

④各頭首工魚道整備図内容について

⑤意見交換

⑥平成２１年度事業予定内容について

⑦その他

事務局

・開会

・空知支庁産業振興部長挨拶

事務局

・本日の予定について説明、新委員の紹介

①魚道整備検討会要領の一部改定について説明及び改定に伴う新委員長の任命

事務局

魚道整備検討会要領の一部改定について説明及び改定に伴う新委員長の任命

②第 2回検討内内容について、事務局より説明

事務局

・第 2 回検討内内容について、事務局より説明

奥委員

・P-10 非かんがい期で表現している大型ブロックが商品名となっているので字句

の訂正をしてください。

③将来構想及び地元聞き取り結果について

事務局

・上徳富第 2 幹線頭首工から吉野頭首工の間で、昔から徳富川を知っている方

で、50代から 70代の方に聞き取りをした。

上徳富第 2 幹線頭首工付近

・昔の河床は、こんなに低くなくて平らであった。現在の左岸側で露出している所も

川底であったが、原因は昭和 40 年代の下流側での砂利採集が行われ、除々に河

床か下がっていった。

・頭首工は昭和 40 年前後に出来たが、その当時は段差が小さくそれでも魚は遡上し

ていたが、現在の形になってからは、魚の遡上は出来ないようになった。

・昔は、よく泳いだり、ウグイやサケ、マス、大きなヤマベ、ヤツメが沢山いた。

・ヤツメは手づかみで取れた位いたし、春にはアカハラがいて産卵している様子が見

えた。また、サケも遡上している様子が見えた。

吉野頭首工付近

・昔は、ウグイやサケ、カジカ、ヤマベ、ドジョウが多く見られたが、ヤツメに関し
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てはダムの整備もあってほとんど見たことがない。

・秋になるとサケは、川淵に群れをなして遡上していたので、ヤスやモリで衝いてい

た。

・徳富川は、徳富ダムのある付近までサケ・マスは遡上していた。

・徳富ダムの下の砂防ダムの下は滝つぼとなっており、そこには真っ黒になるくら

いマスがいた。

・支流河川にも、ウグイ、カジカ、ヤマベ、カワエビがいたし、そのまた支流には

ザリガニも沢山いたが今は、見られない。

・昔は、学校に行くのに徳富川を素足で渡っていたくらい河床はこんなに低下してい

なかったが、岩盤はあった。

・魚類の減少は農薬等の影響によるものでないか。

・まとめると、昭和 20～ 40年代は魚の遡上するにはすばらしい環境であったが、そ

の後の頭首工整備や河川整備、砂利採集などで河床低下がおき、水辺環境が変化し

ていったと思う。

そして、昭和 62年に上徳富第 2 幹線頭首工が現在の形になり今に至っている。。

将来構想図について

・上徳富第 2 幹線頭首工

・位置づけとしては、町の中心から近いという事で、地域の住民や学校の生徒が

容易に来れる場所にあることから、魚類の遡上が観察できる学校の教育の場や、

憩いの場や交流の場にもなるのではないかというイメージとしている。

・吉野頭首工

・国道側から表した図となりますが、ここは、市街地から離れていますが、国道

に接しており町外の方々も訪れやすい場所にあることや近くに吉野公園があり

駐車場も整備されていることを考慮すると、教育・学習の場や交流の場として

もなるのではないかというイメージとしている。

・西徳富第 4 幹線頭首工

・一般の人が訪れにくい場所であることを考慮すると、釣りとか自然を楽しむ場

として利用されていくというイメージとしている。

安田委員

・上徳富魚道整備イメージパーツ図ですが、下流端に段差がついてますが計画で

もなっていないので訂正したほうが良い。

・西徳富魚道整備イメージパーツ図ですが、計画では魚道の長さは現況の護岸に

揃え、迷入防止のためにブロックを設けることとしているが、それ以上に魚

道が出っ張っていると逆に迷入して魚道に入って来れないような指摘があるか

もしれない。

事務局

・今の２点について訂正し、再度委員に郵送にて送付する。

奥委員

・現在、石狩川との合流点から下流側に魚が昇りにくいような箇所はあるのか。

岩井委員長
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・現在、月形町のところで整備中の頭首工がありますが、魚道も整備されている。

奥委員

・下流より連続性が確保されているという事ですね。

・河床低下のことですが、全道どこでもそのような傾向があるようです。なぜかと

言うと、石狩川本線の河床が下がっていることから、河床が引っ張られてなりま

すが、これは個々の問題ではなくて総合的なものとしてとらえなくてはならない

と思っている。

安田委員

・昭和 40年前後あたりから、石狩川の河床低下がなり始めたのか。

岩井委員長

・地元からの聞取りでもあった様に、砂利採集が大きな原因だと思う。

昔は、徳富川でも採っていたが、採取されることにより、河道の確保されること

から、許可がなされていたようだ。

・それともう一つは、石狩川の本線の中に個人の土地があり、その部分を砂利採取

していたこともありそれから、河床低下が生じ、現在では一切砂利採取できなく

なっている。

悪七委員

・石狩川の河床が下がったというのは、砂利採集もあるかもしれませんが、河川改

修により直線的になって流れが速くなったようなことも河床低下に関わりはない

のか。

安田委員

・無いとは言えない。

悪七委員

・採取した量といっても、そんな莫大なものではないと思う。むしろ直線化したこ

とによって勾配が急になり流されて行ったのではないか。

奥委員

・蛇行している場合は当然勾配も緩いですし、直線化することにより縦断勾配は急

になるので、それにより河床の低下を助長してしまったことは確かにあると思う。

安田委員

・徳富川との合流地点より下流側の本線で、河川横断工作物というものは何箇所か

ありますか。どこでもそうですが、河川横断工作物があって魚道を整備すると、

連続性が確保されると言われてるが、魚道そのものが昇りやすい環境になって

いるかどうかが重要な話であり、連続性確保と言うからには、やはり彼らにスト

レスを与えずに速やかに昇らせることが大切である。

ここでデリケートに魚道工を考えたとしても、その下流側で過酷な状況の中でよ

うやく昇ってきたということだど、河川環境から見ると、もう少し改善したほう

が良いだろう。



- 4 -

このような委員会を行っているわけですから、河川管理者にも特に下流の河川

環境は大切であり、見直すようなきっかけとなるように確認等を伝えたほうが良

いと思う。

奥委員

・河川横断物となりると、河川管理上は必要でないものだと思うが、堰などは農業

側などの利用があるので、こちらのような整備は申請事業となっているので、そ

のような知識も教えていただくことも大切な事だと思う。

岩井委員長

・自分の記憶の中では、石狩川の月形町付近に農業施設の頭首工が 1 ヶ所あるが、

それ以外は、石狩川本線の横断的構造物は無いと思う。

数年前に石狩川を利用して舟運ができないのかと検討を行った経緯があり、その

時は、月形の頭首工までは可能であるとされてるので、それから上流部について

は、河川横断工作物は無いはずです。

・徳富川については、この頭首工のほかに石狩川の合流部から 200～ 300m上流部

に床止めがあるが、徳富川河床低下防止するためのもので、現在、2m 以上埋ま

っているいますので、支障ないと思うしこれ以上河床低下は無いと思う。

④各頭首工魚道設置図各頭首工魚道設置図各頭首工魚道設置図各頭首工魚道設置図についてについてについてについて

岩井委員長

・基本的な考え方について説明し、その後に頭首工ごとに魚道の説明をお願いしま

す。

ルーラルエンジニア

・第 2 回検討会での検討内容を踏まえて、設計を修正したので報告する。

添付資料に基づき説明。

上徳富第 2 幹線頭首工の特徴は、固定堰が 5m ほどあり、取水ゲートは転倒ゲー

トとなっている。提長が 77m と非常に幅の広い頭首工です。この頭首工は、ゲ

ートが倒れた状態でも魚がのぼることが出来ないないことから、ゲートが立って

いる時期の魚道と倒れている時期の魚道の２つ魚道を整備する必要があり、前回

から変更はない。

・吉野頭首工については、転倒ゲートではなく上下するローラーゲートであること

から、魚がのぼれない高さはゲートが下がっている時ですので、かんがい期のみ

の魚道工が必要となります。ゲートを上げた状態ですと、多少落差はあるのです

が勾配があり、十分魚がのぼることが出来るので遡上のための施設は特に必要あ

りません。それは前回と変更はない。

・西徳富第 4 幹線頭首工は、ゲートは上徳富第 2 幹線頭首工と同様ですが、高い固

定堰がないので、ゲートが倒れた状態のものにちょっと付加えただけで遡上可能

になります。基本的に魚道は、前回説明したとおり、上徳富第 2 幹 線頭首工に

は、かんがい期用・非かんがい期用の 2 ヶ所、吉野頭首工はかんがい期用の 1 ヶ

所、西徳富第 4 幹線頭首工はかんがい期、非かんがい期供用魚道とかんがい期魚

道を設置する事になる。

・対象魚種ですが、前回と同じ魚種を上げていますが、大型魚としてサケ・サクラ
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マス、小型魚としてエゾウグイ・ウグイ、底生魚としてドジョウ・フクドジョウ

・カワヤツメ甲殻類としてスジエビとしており遡上時期等については、徳富川で

の生活形態は特定されていないが、石狩川とか類似河川での遡上時期、産卵時

期、降下時期等について道立水産孵化場からの資料により再整理をした。

・ 今回、カワヤツメについて資料をいただいたので生活形態について記載した。

魚道の設置位置ですが、前回の資料では上徳富第 2幹線頭首工では、左右岸とい

う表現をしていたが、実際には土砂吐き直下に設置することになるので特質につ

いて追加した。

・吉野頭首工については、かんがい期魚道のみですが左岸側に設置することにした。

・西徳富第 4 幹線頭首工については、かんがい期・非かんがい期兼用魚道を右岸、

それに接続するかんがい期用魚道も右岸側という事で資料の①～⑥について検討

し決定した。

・位置、対象流量等については資料のとおり。）

・魚道タイプ選定についてこの表について前回と同様。

基本的にはプールタイプの魚道として検討している。また、プールタイプでも色

々な形式があるので、どれを選択するかについて資料を追加した。

・この資料は、財団法人リーバフロント整備センターで現在作成中である魚道設計

の実務手引き（案）の図書より魚道の選定手順として示されており、要素として

魚道の勾配・魚種・水位変動の大小・流量の大小・延長の長短・などで検討を進

めるという流れが示されている。魚道の勾配は、出入り口が決まると落差によっ

ては規定されるが、徳富川の場合は 1/10～ 1/21になる。

・目安として、水路タイプ魚道では 1/20 以下でないと適用できないという事にな

っているので、この時点で選択から外れる。次にプールタイプ魚道ですが、その

中のバーチカルスロット方式も、1/20 以下でないと適用できないという事にな

っているので選択から外れるが、残りの階段式魚道については選択の対象とな

る。

・次に魚種については、先ほど説明したとおり大型魚・小型魚・底生魚・甲殻類の

全てを対象としているので、これについては従来のアイスハーバー型、矩形断面

型ですと底生魚・甲殻類に対する適応性が低いという事で、台形断面型を選択し

ている。水位変動の大小ですが、徳富川はかんがい期・非かんがい期でゲート

の上下で水位の変動が大きいと判断しますが、台形断面型であれば傾斜側壁部分

で多様な水深が確保できるので問題はないと考えた。次いで流量ですが、こちら

もかんがい期・非かんがい期更には､かんがい期間中の代掻き期と普通期でも変

わるなど流量が非常に変動する。こちらについては、台形断面魚道、他の全面越

流型やアイスハーバー型についても対応が出来るとされている。延長ですが、上

徳富第２幹線頭首工はパーツ等で見ていただいてもわかる通り、非常に長い魚道

です。吉野と西徳富は十数メートルの範囲でこちらは短いということになり、ア

イスハーバーもしくは台形断面魚道が適用が可能となる。矩形断面がここで落と

されているのは、おそらく休息場所がない等の従来の考え方によるものだと思う。

最後の選択項目は形状として直線か非直線かということであるが、矩形断面以外
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アイスハーバー型についても台形断面型についても実績等としても非直線の事例

があるので選択可能となり、以上のような６項目の要素から選定した結果、台形

断面魚道を徳富川では採用することにした。

以上が魚道タイプの選定に至るまでの基本的な考え方です。これ以降は後ほど図

面を用いながら説明する。

上徳富第 2 幹線頭首工について

ルーラルエンジニア

・図面と併用して説明する。現況の地図がオレンジ色となっており、魚道分が黒い

線で示してます。まず、上徳富第２幹線右岸のかんがい魚道ですが、平面形状を今

までは直角曲がりで設計しておりましたが、これを直線を設置することにより水の

流れがスムーズになるようにした。魚道の勾配は１０分の１です。隔壁の落差は２

５㎝、間隔は２.５ｍとして、五段ごとに魚の休息場所となる部分を設置した。

続きまして非かんがい期魚道の左岸側について説明します。前回は魚道勾配を１０

分の１で計画していたが、魚道の端部を現状のブロック蓋まで延長したことから、

１２分の１とした。隔壁の落差は、かんがい期と同様２５㎝、間隔は３ｍでこちら

も五段ごとに魚の休息場所を設置しております。かんがい期魚道の断面につきまし

て図面の２枚目になりますが、台形断面を使用して水路の底幅は８０㎝にし維持管

理も考慮してた幅とした。魚道の上幅は２.６ｍ、側壁の斜の部分が１割勾配と

しており多様な魚種に遡上可能とした。付帯の安全施設なのですが、落下防止とい

うことでグレーチングを考えている。続いて３枚目の非かんがい期魚道ですが、断

面は側壁勾配を２割とし底生魚、甲殻類の遡上がしやすいようにした。非かんがい

期魚道は取水口に近いので、迷入防止として角落しによる施設を考えている。

４枚目の図面ですが、副ダム壁の図面であり、目的としては上流の副ダム壁はゲー

トから落下する魚のダメージを軽減すること、下流の副ダム壁につきましては迷入

防止としている。以上が上徳富第２頭首工、魚道工の説明です。

岩井委員長

・ありがとうございます。全体を通しての基本的な考え方、１番目の上徳富第２幹線

頭首工の内容の説明を受けたが、この第２幹線頭首工右岸部のかんがい期間の魚道

の方から意見、質疑等をお受けします。

奥委員

・魚が休めるプールを設置したということだが、①この長さの根拠と規模の決定は

どこからでたのかということと、②維持管理を考えたものということですがどのよ

うな維持管理なのか。③隔壁の高さですけれども、何の魚でこの隔壁の高さになっ

たのかというこの３つです。

ルーラルエンジニア

・まず長さのことなのですが、魚道については出入り口が重要で、入り口部は後ろに水

があり上流から水が流れ魚が見つけやすいという条件がある。

出口は､すぐに本線に戻ることが可能で土砂等により閉塞しないというのが条件にな

る。今回､かんがい期につけたのは、入口としているところは護床工が終わった所で
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あり、ここまでは安定した水がある。ここから上部になるとコンクリートの上になり

水量によっては安定した水道にならない可能性もあるため、現在の位置を入口にした。

出口については、ゲートが立ったすぐ後ろの所というのはゲートが立った時にしか使

わない魚道なので、こちらについてはゲートが立った状態だとかなりの水深があり簡

単に容易に土砂による閉塞等は生じないことからゲートのすぐ上側に出すことにし

た。この間は、水面差は決まっておりますので、１段を２５㎝とすると勾配がおのず

と決まり、そうした時にこの２０段という段数が必要とになってくる。単純に２５㎝

であれば均等 に置いても良いが、こちらについては、安田先生の指導をいただき、

例えば魚が５段上 るとそこから先一気に１０段１５段という風にはなかなかいかな

いという魚の特性等を 考慮して、５段上った時点でおおむね通常の隔壁間隔の３倍

程度を休息区間として設け る事とした。

安田委員

・補足します。

先ほど言われた休息プールですが、これはプール式の場合潜り込む際に空気の層がで

きます。そうすると、泡の切れ目がどこまでくるのかとを考えると、丁度今、等間隔

になっている値が２.５ｍなっていますが、これでは泡が後ろまで到達してしまう。

その一方、泡の切れ目から彼らが休息出来る空間となるからといって、いたずらに伸

ばす事は問題がある。ある程度、泡の切れ目から確保するためには今の魚道の幅の２

倍から２．５倍の規模を作るというのが好ましい。例えば、洪水で土砂生産があった

際にあまりプール長を延ばし過ぎると堆積の原因にもつながる。それから、隔壁間の

落差が２５㎝というのは、横の壁が斜めになっていますので、壁に沿った流れが出来

ることによって小型魚から大型魚、底生魚、甲殻類など多岐に渡って側壁に沿った流

れをうまく利用することができる。そうすると落差２５㎝というのは丁度落下して潜

りこむ到達した位置には流速がそれなりに早くなるが、、ある程度以上落差が大きい

と流速が早すぎて遊泳魚にとっても遡上のしにくい環境になる。少なくとも対象魚と

いわれているものの中で小型魚・大型魚合わせて考えた場合には、落差２５㎝でも実

例・事例からそれほど過剰な流速にはならないということで２５㎝と決めたところで

ある。

ルーラルエンジニア

・断面形状なのですが、全幅としては従来北海道で魚道幅２メートルと言われており、

魚の長さを基準に決められそれなりの実績もあります。それを念頭に置き、今回は台

形断面魚道ですので多少考え方は変わるが、概ね２ m を想定しまして断面を考えて

いる。底幅を８０㎝としたのは、傾斜側壁を施工する等を考え魚道内部に足場を組む

というようなことが必要になります。それと将来的な維持管理の場合であって、あま

り幅の狭いものというのは何かと不便であるというようなことなどを考慮し８０ cm

を底幅とし、また、全体の魚道幅が概ね２ m になるように１割断面で側壁を上げた

ということです。あとプールの深さ、隔壁の高さについては、これも従来より北海道

では５０㎝程度を確保するようにした。これは魚の背丈、前から見たときの高さなの

ですが、これの２倍以上という規定があります。それを念頭に今回の台形断面魚道に

ついても５０㎝をプールの深さと設定した。
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奥委員

・側壁はどうなのか。高さが１.５ m くらいあるが必要か。

ルーラルエンジニア

・こちらは、全体を１０分の１で傾斜して下ろしていくので魚道を設置するところの洪

水敷護岸ブロック高さまで、立ち上げなければならないということです。

奥委員

・底を上げたらどうか。

ルーラルエンジニア

・底を上げるとなりますと勾配を変えることになる。

奥委員

・全体的にですか。

ルーラルエンジニア

・そうです。どこかで、落差が生じてしまうことになる。

安田委員

・流入部の流れ込む位置が決まっている。

奥委員

・そこで決まってしまうんですね。

安田委員

・管理幅の考え方なのですが、事例的には最小値の５０㎝くらいのもあり、管理幅とし

てやはり５０㎝くらい確保していただくことが適当である。８０ｃｍとするというの

は行政の考え方であり、８０㎝にしなければならない客観的な根拠はない。それから

プールの深さについて、従来の魚体の２倍程度ということだったが、あくまでも従来

の魚道の考え方というのは跳躍を考えているので、ある程度の深さがないと跳ぶこと

が出来ないというところから出発している話になる。今、ここでは泳いで昇れるよに

しているが、あくまでも水深はそれほど過剰に確保するものではないということです。

ですから、例えば土砂が流れた場合には堆積しにくい状態にするため、潜り込んだ流

れが底部まで届くようにする。プール深さが浅すぎる場合、逆に流量が多なると、底

まで届かずに表面の流れが速くなってしまうことになる。そこで隔壁間の落差の約２

倍程度が、丁度さまざまな流量の時であっても底部まで潜り込む適切な深さというこ

とが水理環境面から見ても妥当だと言われている。この場合、今の７.５ｍのところ

では泡の切れた下流側で休息出来るようになっているが、それ以外のところでは、ど

こで休息をしながら昇るかと言うと水際になり、底部の方に定居するというのではな

く際の方で定居するので、特に泡が下の方まで到達するからまずいと言ったような話

にはならないというところに注意していただきたい。

森下委員

・甲殻類や魚類にとってはやさしい魚道であるということはわかりましたが、このよう

な魚道を造られた時に今まで行かなかった子供や大人が魚を見に行くのに安全対策は

どのような形で考えているのか。今の魚道とは直接関係ありませんが、附随したこと

になると思いますし、特に吉野の頭首工については私も何度も行ってますが、このよ
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うなイメージ図が出来ると、当然近くに寄って魚をすくってみたいというようなこと

になると思いますので、その危険防止に対する対策を何点かお聞かせ頂きたい。

ルーラルエンジニア

・図面の、６枚目の左の下に安全施設を明記した。こちらは上徳富と吉野については共

通になるが、魚道工の天端部分についてはグレーチング蓋を設置して転落防止を計る

ことにしている。合わせて点検口を付けることとしているので、その部分をアクリル

板に置き換え中を覗くことが出来るようにすることで子供たちや大人の方も中を観察

可能と考えた。

奥委員

・それに付随して、吉野魚道整備のイメージ図ないんでが、これは魚道の表面にグレー

チング蓋を設けるということだが、出口入口のところに柵が連続していないのは危険

なのではないか。

安田委員

・魚道の構造によっていくらグレーチング蓋をしても、子供が入ろうと思えば入ること

ができてしまう。問題なのは、魚道の構造そのものが仮に子供が入った時でも危険で

ないようにすることが基本だと思う。例えば最近あるものとしては、ハーフコーン魚

道だとか傾斜隔壁の魚道などがあるが、完全にコンクリートの表面が乾いてぬめりが

無ければ子供たちがその上に立っても危険性はないが、やはり水面というのは変動し

たりしてぬめりが生じ、水際に寄ると足元が滑ってしまい危険な状態であり、犬も落

ちてしまうと這い上がってこれない状態となる。

アイスハーバーの場合、鉛直壁から越水して後ろに剥離がおきその中に人間はぴたっ

と入ってしまう可能性がある。つまり、背面の流れは圧力が下がっているので、その

影響で内側の方に子供たちは貼り付いてしまう可能性もあり、溺死事故につながる。

しかし、台形断面魚道の場合は壁に沿った流れが起きて下流側に否応なしに流されて

しまうので、そこの中で何度もぐるぐると回ってしまうという状況にはならない。

大人が入ってみるとわかるが、見た目はすごく乱れているように見えるが、意外と立

つことが可能だが、横の勾配が１：１なので気楽に入ろうという気持ちにはならない。

意外と危ないなという感じがするのでかなり警戒して降りるようにすると思う。

そういう点からも万が一魚道内に入ったとしても、そういった大きな事故につながる

ようなことは無いと思われる。

事務局

・吉野頭首工のイメージパーツのところで安全フェンスが抜けてしまっているが、既設

に設置されているので、こちらは連続させるよう現地及び図面の修正をする。

悪七委員

・現在、頭首工のところに河川工事をしているが、その工事は魚道を造っていくえでの

関連はあるのか。

奥委員

・関連はない。 いわゆる洪水対策として洪水被害の軽減をはかるために行っている。

悪七委員

・今の魚道の出口の方はどのような形状になるのか。



- 10 -

奥委員

・今の改修計画の中では、魚道の設置する頭首工までは達しない。

悪七委員

・現在、護岸されているが、かつて洪水の時はダムが決壊寸前まできたが、魚道を右岸

側に持ってくることにより水の流れが変わり、危険性はないのか。

魚道を設置とて水の流れがこちらへ流れるようになり、万が一洪水が起きてこちらの

築提が削られてしまうという心配がある。

奥委員

・あの付近は流下能力的に十分なので心配はないことから、改修計画にも入っていない。

岩井委員長

・土砂や流木を除却して原形に戻すということで、土砂を取り除いている。

安田委員

・上徳富第２幹線のところで切かきの位置の一貫性が抜けていた。切かきを付けた

理由は、水量が少なくなってもある程度の水深を確保できるようにするためです。

そうすると底生魚や甲殻類も含めて考えてるので、そのような魚種は水際から上るの

で岸側に沿って切かきを付けていくことが大切になる。上徳富でも吉野でも岸側を基

本に考えているが、唯一土砂吐側の方は内側になっているので、岸側の方に切かきを

変更すれば一貫性があるかと思う。現在は右岸側の方に設けているが、左岸側の方に

変えると岸側に連続していきますのでそのように配慮したらよいのではないか。

・構造の諸元の訂正のところで、提示されても意味がないと思うのは、プール内流速と

いうところです。プールの中は場所によって流速が違うので、これはたぶん水深から

単純に平均値を出したもので設計には反映されるものではないことから、特にこのよ

うに明記する必要は無い。越流水深が１５㎝に統一されているのは、流量が最低時に

１５㎝を想定していると考えられる。かんがい期と非かんがい期では魚道流量がいろ

いろと変わると越流水深も変わる。そうすると１５㎝で一定にしてるのは一貫性がな

いように見えるがどうか。

ルーラルエンジニア

・それぞれ１５㎝になるというのは、かんがい期であれば普通期というような形で、

当初流入敷高を設定したときの流量が流れていると考えたので、１５㎝になって

いる。期別によってそれぞれ越流水深は変動する。

安田委員

・設計流量が書かれているのだから、こちらに合わせるように書いた方が誤解を招か

ないのではないか。越流水深が変わるので、このくらい変わるという記載があっても

よいのではないか。

古崎代理委員

・上徳富第２幹線と吉野の魚道の出口側に維持管理するためのゲートを付けて欲しい。

魚道の管理時に水が流れていると作業等を行うには危険ですし、高さがあるので設置

してほしい。また、魚道を設置することによって子供達が来ることもある。現在は、

安全柵はないが、そのようなものは設置できないのか。
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事務局

・ゲートについては維持管理上、土砂が入っても台形断面魚道の場合流れ出て行くと先

生からご指導を頂きながら設計を進めているが、やむを得ず流木等が入ってしまった

場合、排除する際に水を止めながら作業しなくてはならない部分があるのであれば、

河川管理者との協議をし検討する。また、安全柵の部分については、現況では設置さ

れていないことから説明したように魚道には落ちないように蓋を設置したいとは思っ

ているが、安全柵については高水敷きということもあり、河川管理者の方にも確認が

必要でする。例えば案内板をつける等の対策をしたほうがいいのではというような事

も考えられると思う。非かんがい期の土砂吐側のところには、フェンスが付いている

ので人が仮に寄ってきても転落はないかと思う。

ゲートについては検討する。

安田委員

・その２点について、検討を具体的にされるときの注意事項ですが、よく魚道の清掃の

ために魚道の上流端に溝をつけて差し込めるような仕組みにしているのですが、この

場合上流端の一部は矩形断面になっているのでそれほど大きな影響はないが、逆にそ

の溝が水際から遡上してきたものにとってはものすごく大きな障害になる。それは、

溝の中で渦が巻きせっかく遡上に配慮したものが意味をなさない場合もある。管理用

としてふさわしいのは、上流端のところに設置すると板が水圧でピタっとくっつくの

でので、それをうまく応用して一番上流端にバーを差し込めるような構造にすると、

大きなゲート施設を作るよりも差し込んで止めるやり方が賢明かと思ぅ。

・もう１つは柵について先程説明があったように、高水敷きということでなかなか施設

が建てられないということだか、同様な事で多摩川に東京都が管理する堰があり、そ

こに無断で人が進入しないように高さが１．２ｍ～１．３ m くらいあり素材はステ

ンレスの柵がされている。これはどのような構造になっているかと言うと、下がンジ

になっておりそれが自立できるような形の構造をとっていて、ある程度過剰な力がか

かると倒れるようになっていて、洪水に対する阻害要因にはならないようにしている。

洪水時にはいろいろなものが引っかかっているようだが、そのもの自身の破壊という

ことはない。こちらは東京都水道局にお伺いするとよいかと思う。

岩井委員長

・今のアドバイスとしては上流側に作る場合であっても、板を入れるなりゲートを入れ

る溝を外に作りなさいということですか。

安田委員

・途中の溝ではなくて上流端に鍵を作ってはめ込むような形をとると通常の機能には支

障は無い形でかつ止水機能は持てるということになる。

事務局

・わかりました。ヒンジ等の話も含め再度確認させて頂きながら検討する。

吉野頭首工について

ルーラルエンジニア

・魚道の長さは約３３ m で前回、平面形状も直角になっておりましたが曲線を設置す

ることにより、水の流れがスムーズになるように変更した。
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・隔壁の落差、底幅、魚道の上幅は上徳富第幹線頭首工のかんがい期と同じ構造にし、

付帯施設として副ダム壁を設け魚類の迷入防止を考えた。

安田委員

・吉野頭首工の現況では、エプロンゲートから越流したあとプール水深があまりない。

そこで、降下したものがゲートの上から落ちた場合には危険性があるということで、

プールを確保するという趣旨で副ダムを設けるということであるが、副ダムのすぐ後

ろは現河床なのか。と言うのは、洪水の時に落差を伴った部分があると、局所的に床

堀れする可能性もり少し考えていかなければならない思う。

コンクリートの叩きがあるのであれば、少しブロックを上流側に移動してそのぶつか

ったところがコンクリートのところに持って行ったほうが賢明ではないかと思う。

少しだけ手前に移動させるなど、多少保護という観点からも工夫があっても良いので

はないか。

ルーラルエンジニア

・現況箇所の岩盤となっておりますが、副ダムの位置を再検討する。

岩井委員長

・若干上流側のコンクリートの叩きの中で移動させるということですね。

事務局

・護岸上にはなっているが、下流部を確認し再検討する。

西徳富第 4 幹線頭首工について

ルーラルエンジニア

・添付資料に基づき構造について説明。

・かんがい期断面については、転倒ゲート油圧装置があり限られていることから、台

形の半断面とした。

・非かんがい期用魚道は、土砂吐き部を活用することから幅 5.0mとし、長さは 9.5m

とした。

安田委員

・一般平面図の護床工 A と護床工 B があるが、これは、魚道から過剰に流れたもの

から河床を守るためのものであるが、側面図を見ると、コンクリートの厚さを考え

ると、現況河川勾配に摺りつくと推察できるが現況の写真を見ると、下流の水深が

上がってこない。完成した時に、水深がどこまで上がるように考えているのか。図

面の中では水位が示されていないので、確認したい。

・是非、現況の水位を踏まえて、今の設計位置がどこにくるのかをもう一度検討し、

チェックすること。この状況では水深の確保について大変厳しのではないか。

ルーラルエンジニア

・水位については記載していないが、計算によると豊水期で約 20cmの水深がある。

岩井委員長

・安田委員が言われたのは、20cm だと魚が上ってこれないのではないかという事だと

思うが。
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安田委員

・チョット浅いような気がする。

先ほど言った計算と実際はどのくらい合致するのか。

計算には、仮定というものが入ってますので、本当にそうなのかと言われると自信の

ないところもあると思うので、やはり現状の水位をエレベーションで示した時に施工

予定としている高さとの位置関係を少なくても確認しなければならないと思う。

事務局

・現地を確認し、次回報告する。

長坂委員

・この地点で護床工の長さがこんなに必要なのか。

安田委員

・落差構造物があるとその後ろ側について、護岸をするルールがあり、それをそのまま

あてはめていると思うが、魚道工の場合はどんどん下がっていってるので、下流側の

方で河床を守らなければ洗堀が進行してしまう場合もある。、段差が終ったところか

らコンクリート叩き部が 4m 程度あり、その終わりから現況河床に摺りつく事になっ

ているが、そこで更に潜り込むという流れは起きないと思う。

むしろ、表面に沿う流れだと思う。そうすると、その後ろの護床をしっかり守らなく

てはならないという理由が、チョット気になる。勾配がこんなに緩やかなところを洪

水量が流れた時に、下流側の水位によって違うが本当に潜り込んだ流れが起き得るの

かどうか局所的な流れなので難しいが確認したほうが良い。

これだけ勾配が緩いと、主流の水面が沿いやすい。そうなると河床の深堀というより

も、その後ろに堆積どっちなのかという事を考えると護床工がこんなに必要なのかと

いう考え方が変わってくるので、もう一度確認したほうがよい。今の段階では、計算

もしていないのでこの程度しか言えません。

奥委員

・護岸と現況が交錯しているが、これ以降の詳細図はどうなっているのか。

ルーラルエンジニア

・現況にある護床ブロックを外して、施工を行うこととしている。

安田委員

・検討資料 P-10 の左上の写真部の白っぽい所の護床ブロックでないところの部分を確

認しているのではないか。

奥委員

・その部分と魚道との関係を確認したい。

安田委員

・その部分を掘下げて一部開削して行うようになっている。

ですから、護床ブロックではない。

事務局

・かんがい期用の魚道は、現況の高水敷より約 30cmほど飛出る状況となります。

これは、高水敷きが代かき期水位より低いことから、飛出るような形となる。
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奥委員

・いづれにしても、根掘りを行うので危険な状況とならないように注意すること。

施工後下がったとかならないように。

事務局

・既設頭首工作成時の資料を確認して、基礎について再度確認しておく。

事務局

・B-B 断面については、非かんがい期間の魚道として使用する土砂吐部分です。

太い黒線については、高水敷の反対側の側壁高さを示しており、既存の壁から最終的

には、護床から 59cmの高さに摺り付けることとしている。

奥委員

・小口等は出来上がっているのか。

事務局

・出来上がっている。

また、既存の用水路取水口については、魚道の最上流端と隣接してしまい遡上した魚

が、用水路へ迷入してしまうことも予想されることから、土地改良区と協議を行い、

別途図面の位置としてるが、現在土砂が堆積している状況も見うけらけることから、

もう一度改良区と打ち合わせを行い決定したい。

安田委員

・かんがい期と非かんがい期との兼用の魚道のところだか、隔壁の構造が真ん中に水

が集るようになっているが、水量が少ない時は横の斜壁に触れずに隔壁の一部のと

ころに留まって、水が落ちる状態となる。そうすると、図面なので隔壁が角々しくな

剝っているが、越流の際に隔壁の角から流れが 離する。今までの魚道は横の斜壁に触

れいるから、たとえ中央部が角々しくても壁に沿った流れはスムーズに流れるのであ

まり影響は無いと思うが、この場合には、流量規模によっては横の壁には触れずに中

心部だけ流れることになるので、剥離の可能性がある。

隔壁は下流側に向けて丸みを注意し、つけないといけない。

長坂委員

・どうして、これだけが真ん中が小さい断面となっているのか。

安田委員

・水量が少ない時に、そこに担保させると言う事です。

事務局（竹村）

・安田委員が言ったのは、図面 D-D'断面の下流側という事ですか。

安田委員

・そうです。その越流面のところです。

・施工の時には、角々で造っておいてあとで角を削るようになくすような、施工となる

と思う。

事務局

・確認ですが、隔壁はすべて越流面側を行ったほうが良いのか。

安田委員
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・そのほうが、剥離がしずらいという事です。ただ、この箇所については、先ほどから

述べるようにように、横の斜壁に触れないことがあるので、角に丸みをつけることは

必要である。常時、横の斜壁に触れている場合、角に丸みを付ける必要性はないと思

う。

事務局

・この魚道は、一般の人が来る所ではないことや、さほど深さもないことから安全柵、

蓋類の設置については考えていない。

安田委員

・少し気になっているのだが、これとは若干違うが、道南の方で隔壁の真ん中に凹むよ

うにもう少し大きく造り(スエーデン式)設置している例で、真ん中に流れが集中して

急に広がることから、プール内で右に流れたり左に流れたり変更した流れが起きる。

ある時は、時間的に右に行ったり左に行ったりする特有な現象です。本地区の切かき

は h=15cmという事だか、どのぐらいの影響があるのか少し気にしている。少し時間

をいただけるのであけば、水理実験をしますけど。せっかく造るのですから、流況の

安定をチェックしたほうが良いのではないかと思っている。

・考えている主旨は分かるが、ただそれによって流量が少ない時に変な流れが起きた場

合には、そんな流れになるのかと言われると問題だと思う。

事務局

・この魚道については、この地区の最終年となることから、数年後となるので、安田先

生のお言葉に甘えご指導等もいただければと思います。

安田委員

・わかりました。

それでは、構造がこれで良いかどうかは、次回また報告する。

事務局

・先ほどの、現況の高さと施工高さチェックや現況水深などのチェックなどから再度議

論する必要があると思いますが、事務局としては、この形の魚道としたいと思ってい

る。

安田委員

・基本はこれにして、ただ不具合があるのでれば少し構造をどのように変えればよいか

という事を、考えてきて行きませんか。

事務局

・そのような形で、進めさせていただければと思います。

岩井委員長

・西徳富第 4 幹線頭首工については、皆様からの意見があり、少し危惧される部分につ

いては、安田先生の方で水理実証実験を進めながら、次回に報告をいただくというこ

とですので、これで 3 ヶ所の魚道について質疑を終わります。

構造については、先ほど説明した案で決定させていただいたことになります。ただし、

西徳富第 4 幹線頭首工については若干の変更の余地はありますが、概ね、現在の図面

で決定をさせていだきますが、一部について再検討して進めさせていただきたいと思

います。
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悪七委員

・先ほども、説明があったと思うが、下流側から工事を進められると思うのですが、そ

の具体的な工期についてついて伺いたい。

岩井委員長

・それについては、次の議題で説明をさせていただくとことになっているので、後ほど

報告したいと思います。また、6)の H21予定の中で説明させてもらいます。

岩井委員長

・それでは、次の議題に行く前に今回の検討会にオブザーバーに出席していただいた、

道立水産孵化場内水面資源部楠田研究員より、徳富川に関する情報等があればお願い

いたします。よろしくお願いします。

⑤意見交換

楠田研究員

・今日の話は、カワヤツメに優しい河川環境という事でテーマは非常に大きいのですが、

簡単に言いますと、カワヤツメは水産の対象種となっています。今一度確認のために

説明します。

もう一つは、カワヤツメは石狩川水系の重要な水産資源であるもののここ数年で減っ

ていることから、今回の魚道整備により、カワヤツメの資源回復することが出来るの

かといった、提案も含めて説明します。

・この辺にいるヤツメウナギの仲間は、食用に使っているカワヤツメと一般に川の中で

生息しているスナヤツメ（特に最近環境省では希少種としている）とミツバヤツメで

大型なヤツメウナギです。その外、シベリアヤツメの四種類が報告されおり、主に農

村環境の中にはスナヤツメ、シベリヤヤツメなどがいて、そういった種類の魚が非常

に生息数を減らし特徴的に絶滅の危機に瀕しているという事で、保護の対象となって

います。

今日、説明する魚は、川の中で生まれて海に下りて大きくなって遡上してくるカワヤ

ツメです。産卵のために遡上してくるものを漁師がとって食用となっているが、通常

スーパーの店頭には出てこない魚ですが、一般的には油をとってパブレットにして

健康食品や医薬品として利用されている。

このカワヤツメについては、空知支庁と石狩支庁で独自事業でヤツメウナギ文化保

全再生事業を平成 16年から平成 18年の 3 ヵ年間行ってきた。その調査の中で、この

徳富川についても調査が行われており、上徳富第 2 幹線頭首工の下流域まで産卵床は

あるが、その上流域はない。また、下流域で幼生の生息調査を行ったら、確認はされ

ているが、上流域ではカワヤツメの幼生はいなくて、スナヤツメの幼生しかいないこ

とが確認されています。この結果は、今回の環境調査結果や水辺の国勢調査結果と一

致しています。今回、魚道整備にあたり、魚道を設置したことによってカワヤツメが

遡上できないのか。また、上流の環境は先ほど説明がありましたが、「昭和のはじめ

のころは上流までカワヤツメがいて、ヤス等で捕っていた」といったその時代まで戻

すことが出来るのかどうか検証してみてはどうかと思っている。

・この表は、水産対象種を表しています。これらの魚はすべて資源が減っています。そ
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の原因は、我々人間活動が原因で減らしていると言われています。そこで、どんな魚

でも人口受精等により増やすことが出来ると思っていましたが、カワヤツメとかワカ

サギとかドジョウなどについては増えてこない。人口孵化では増えないという事は、

現在の環境じたいに魚を育むだけの能力がないのではないかと考えました。ところが

今の話の環境は、主に農村環境の話で主流で農村にいった水が再び河川に戻ってくる

というシステムの中で、その魚が住めるような環境を整えることが出来ないだろうか、

自然豊かな農村環境を取り戻すことによって魚にも住める場所を与えることになるだ

ろう。最終的には、内水面の振興にも寄与することになるだろうと考え方を変えた。

・それでは、カワヤツメは一体どんな漁業なのか紹介します。秋から春にかけて捕って

いますが、カワヤツメは産卵のため遡上してきている親を捕る漁業です。その漁業

は、まず、石狩川河口で石狩湾漁業協同組合が定置網で漁獲を行っています。その上

流の江別、当別、北村地区で江別漁業という組合で漁獲されています。更に上流に行

きますと、徳富川やオジラリカ川などで、捕っている。

その漁獲量は、1988 年では 215t ありましだが、現在では 15t に激減している状況と

なっています。

私達は、資源回復を目指したアプローチとして生息環境をしっかり見きわめて、良い

環境があるのに、利用されていない環境があるだろうと思っており、今回話題の頭首

工上流域についてそれが該当していると思います。下流と上流でも同じ河床があるの

に、何で下流域にいて、上流域にいないのは、魚が行き来できないという環境となっ

ている。それで、行き来できないのであれば、人口孵化により増やしてみようと来年

度からの新たな事業を取組んでみるのですが、それとは別に上流域と下流域を行き来

できるように魚道を整備をした効果についても、判定を行っていきたいと考えていま

す。先ほども話しましたが、カワヤツメは 5 月～ 6 月に河川に遡上して産卵をします。

産卵したものは、約 2 週間で孵化して幼生になり泥の中で 3 年～ 4 年間幼生として生

活し、その後、変態して海へ降下して 2 年～ 3 年間海洋生活をしたあと、河川に戻っ

てきます。ですから、春から秋にかけて河川を遡上してくるという性質を持っていま

す。この中で注目したいのは、頭首工があるために下流域については生息環境として

利用していますが、もし、この頭首工が無かったり魚道が整備されていたとしたら上

流域も魚の生息に活用できるのであれば、さらに資源量は増えるのではないかと思っ

ています。そのような事例がないかと調べてみますと、一つこのような情報がありま

した。富山県の神通川でカワヤツメではありませんが、スナヤツメについてありまし

た。（パワーポイントで説明）堰提の上流にいる魚の遺伝子について調べており、母

親のタイプと類似しているのかどうなのかということで、二つの集団について比べて

みるとすごくかけ離れています。普通、川の中にいる集団は行き来していると皆が同

じタイプになるはずなのですが、そうではなかったということです。要するに行き来

できてないという事を表しています。つぎに、両親の遺伝子を調べる方法として雄と

雌の交配によって子供がどういうパターンが出てくるのか調べてます。

堰提によって、魚がいる・いない、また、魚がいたとしてもその集団の持っている

遺伝子型は非常に近親交配が進んでいて、絶滅の危機になるのではないかという事を

著者達は言っていました。
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それで、私達は魚道が整備される徳富川で、実証してはどうかと考えています。河

川横断工作物は、スナヤツメの生息域を断片化しているという論文を先ほど紹介しま

したが、今回魚道を整備して魚類の移動を可能にするという話ですが、その出口とし

てどんな魚がどれくらい遡上するのか数を調べれは良いのではないかと単純に思いま

すが、それだければ情報が少ない。整備したことによって何を目指しているのかとい

うと、先ほどからの議論の中にありましたように、昔はここまで魚が遡上し繁殖して

いて生息の空間となっていた。単に魚が 1 匹 2 匹上ったとか、上っているのを見たと

かではなく、この頭首工の上流域にカワヤツメを含む新たな集団が形成されているの

かどうか確認すべきと思います。それを確認するのに上流域と下流域で、子作りがさ

れているのか産卵床を調査を行ない、さらに幼生の調査を一定の面積一定の区間でど

のくらいいるのか定量的な調査は必要でないかと思います。

それでは、石狩川水系島松川で行った具体的な例を紹介します。こちらもいくつも

の落差工があり、カワヤツメはどのようなところに生息しているのか調べたところ、

ある区間までいました。それは、落差が 50cm 程度だと、先ほど安田先生も話された

ように雨により水位があがると落差がなくなり、親が遡上して繁殖集団として上流も

活用している様です。ある区間以上の上流にはこの幼生がいませんでした。

ですから、同じような落差工が３段４段と連続していくと、最終的には上れなくなっ

てきていることが解り、下流域の部分については、魚類の生息空間となっているが、

上流は下流と同じような河床となっていても力尽きて昇れないという状況となってい

いました。そこで、密度調査 200m を一区間と設定して 10 区間程度を行いました。

100m長さ当たり何匹の幼生がいたかを電気用具を使って行っています。

また、産卵床が 1km の中に何個あるのか。それを頭首工の下流と上流で比べるて

魚道を整備したことによって、その数が増えたかどうかを比較してはどうかと考えて

います。

また、石狩川水系のカワヤツメの母親の遺伝子タイプについて既に調べていますが、

ここで示すとおり千歳川と石狩川と千歳川の合流点とオジラリカ川の幼生について調

べたところ、あるタイプが沢山でてくる。他は特異的なタイプがないので、もしかし

たら石狩川水系カワヤツメの集団は同じ母親に由来したものかと考えていますが、残

念ながら量的に進んでいないのが現状です。

ただし、新年度から新たな事業で少しづつデータを増やして、更に徳富川の集団な

んかもデータに加えていけば良いかと考えてます。

私も、つい最近から魚道について勉強を始めましたので素人ではありまずか、まず

、現地を見ようとある地元の漁業関係者に魚が遡上する魚道と遡上できない魚道教え

ていただき、ある支庁管内の魚道を見に行ってきました。

一つ目は、遡上可能なところには色々な流れがある頭首工で、その上流域ではカワ

ヤツメの産卵床があると言ってました。

もう一つは、土砂吐部分まではヤツメはいるが、上流には昇れないと言っていまし

た。そのヤツメは、護岸されている下流域で産卵している状況でした。何とかこのよ

うな頭首工の魚道を整備する時に、非かんがい期用魚道を設置することによって、上

流域に広がる広大な水域を魚類の生息空間として活用できれば、水産振興も図られる
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だろうと考えています。

色々と話させていただきましたがまとめると、水産対象種のカワヤツメは資源が

減少していて、内水面漁業が衰退している。また、資源の回復に対する研究要望も沢

山きています。また、魚道整備とタイアップしながら仕事を進めて、魚が利用できて

いない上流の区間で生息空間を作るというその魚道整備の調査を行ってはどうか。地

域の方々と一緒に取組んでみようと考えています。

それでは、徳富川の魚道整備に関しての私達の提案として、①やはり繁殖している

ということを上流域と下流域で比べる。②幼生の密度の調査を行い具代的に数量で示

す。さらに、遺伝的な母親の集団のタイプなども考えると、上徳富第 2 幹線頭首工の

下流にいた集団が、魚道整備されたことによって上流に移動して、新たな集団が形成

され、その集団が下流の集団に比べて、遺伝子の多様性が小さいのであればまだ遡上

が少ないと考えられますが、上流と下流でまったく同じような遺伝的集団構造を持つ

となると、すばらしい魚道ではないかということで先ほどの神通川の事例の逆の形の

提案が出来るのではないかと考えています。

岩井委員長

ありがとうございました。

安田委員

ひとつよろしいでしょうか。

魚道の上流域で、どれだけ彼らが生息できる空間があかは、河川の河床環境によった

りとか、植生の繁茂の仕方によっても大きく違うと思います。例えば、誰も住んでいな

い川と今のように人が住み着いている川では、植生の繁茂が随分違うと思います。そう

いう所で、果たして遡上したは良いが彼らが子供を育てられるような環境がどれだけ担

保されているのかを知って、まずは親を上流に放流し、彼らがそこで育てられるのかを

見届けて、生息環境があるということが分かれば消去法ではないが、魚道で昇っている

かどうかということで魚道の意味があるかないかという話につながる。

実際、多摩川でもそうなんです。稚ウナギが随分遡上してくるが、本当に限られた場

所しか成長していない。それは、やはり彼らが育つ環境がどのくらいあるかによって、

上の資源がどれだけ増えるかという話も関連してくると思うので、ただ、単純に河川構

造物が良くなれば、上流がすばらしくなるという事でもありませんから、その辺のとこ

ろは二つ要因があるので、そこの部分を区分けないとどちらかのせいにしすぎると、解

釈が難しくなると思う。

楠田研究員

安田先生、ありがとうございます。

仰ったとおりだと思います。基本的には、条件が下流域と上流域まったく同じように担

保されているのかという答えとしてはありません。

先生のとおり、多摩川と北海道の道南の河川の河川環境の違いは考慮しないといけない

と思います。北海道は、まだまだ自然豊かな河川環境が残されているので、そう言った

意味で先生の仰るようにその研究の順番としては、まず親魚を上流に放してそこで繁殖
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するかどうかを確認することについては、新しい事業では考えています。

それをやった上で、最終的には魚道整備又は整備済み魚道の改善を行い「農村環境と

してもきれいな水を使って美味しいお米を作っている」という様な話しまで展開できる

だろうと思っています。

安田先生が言われましたが、不確定要素が沢山ある中でも取れるデータをとり、事例

を集めて地域の中で類型化できるもの行い提案していくことが、行政にとっては次のス

テップに進める最善の方法だろうと考えています。

岩井委員長

それでは、安田先生より何かあればよろしくお願いします。

安田委員

関東と北海道では、当然、川の環境は違いますし、ヤツメ科は関東でもなかなか探

しても難しいですよくいるのがウナギです。ウナギの遡上の仕方とヤツメの遡上の仕

方は違います。ウナギは、水面から上に出で遡上するのですが、ヤツメの場合は水中

の中ですので、そういう部分を考えると水中でどういう流れが良いのかという事は、

別の次元で考えなくてはいけない。これからお見せする事例は、先ほどの魚道の構造

で気になったことろについてお見せする。

（パワーポイント）

これは、先ほどの西徳富第 4幹線頭首工に設置予定としている構造とまったく同じで

切りかきも 20cmしかなく、流れが揺れてしまう。

これは、急に広がったところに流れることから拘束条件がないことからこのような流

れになるが、このような状況でも魚は遡上する。ただ、このように左右に土砂が溜ま

っていると拘束されているので流れは揺れないが、この構造についてもう少し吟味し

た方が良いのではないかと思う。

これは、魚道の隔壁が横断方向に斜になっているタイプの事例です。

動画については、渡島管内の折り返し魚道をお見せしするが、静止画像から見ると特

に問題はない様に見えますが、このように動画で見ると流量が少ないと流れは揺れて

いませんが、流量が増してくるとだんだん水面が揺れてくる。しかし、ある流量の範

囲を越えると揺れはなくなってしまう。と言うのは、片側から流れているので不安定

性がつきやすく、縦方向に水面変動が不規則に強振して段々下流に向かって変動が出

てくる。ただ、魚にとってどうかというと結果的に、ヒメマス、イワナ等は昇ってい

るので、問題はないといえばありませんが、流量によって大きな変動をする流れにつ

いて、一見人目がついた時に、あまりゆらゆらするものを作るのは気味が悪いと言わ

れる事もあるので、構造によって流れが変わるので注意していただきたい。

先ほどの楠田さんから、この魚道は昇るが、これは昇れないという話があったが、

実はなぜ、昇らないかというところが大切なところです。どんな流れが、彼らにとっ

て昇れない要因を作っているのかが解らないと、そういう流れにならない構造は作れ

ません。ですから、漠然と魚道を見て昇れる昇れないという事では、解決の糸口は見

つからない。やはり我々が見出す事は局部的かも知れませんが、どこを昇って行くの

かという事がすごく大切なことです。そこは、かなり考えながらこれからもいきたい

と考えている。
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岩井委員長

ありがとうございました。

森下委員

実は、魚道を設置したために、このような変化があったという魚道の効果を試すた

めに、先生が仰ったようにカワヤツメであればそこに親を住ませて繁殖するかどうか

という見方はありますが、私はどちらかというと、長い期間で変化が起きるだろうと

思うので、そこで私なら、設置後 1 年、2 年の変化を見てどうなんだろう。例えばカ

ワヤツメであれば、吉野頭首工では古い時代には捕ったという経過があるという事を

確認しているので、昇ってきたカワヤツメはそこで生息できるだろうという仮説の基

に、5 年、10年累積調査を行い、結果を求めて行きたい思う。

安田委員

全国でもそうですが、魚道を整備しても「作りっぱなし」が多い。作ってもその後、

現場を見に行っていないというか、時間がないというか、事後評価がなかなかされてい

ないことが多い。私は、長崎で色々な魚道の助言等をさせていただき理解できると、同

じ場所で９年くらい行っているので、川の環境がどう変わってくるのか。当然、良い年

もありますし悪い年もあります。そういうものもあって繰り返されながら、そこで安定

した生息域が新に形成されるわけですが、やはり、短期で見てこれで良いなという話で

はなくて、長い期間で川の環境がどのように豊かになったのか、どう変わったのかを見

ていくことが大切な事だと思う。

森下委員

実は、砂川遊水池で数年前に魚道ができました。その後、興味をもって秋口に行く

のですが、そうしたら大きな鯉が浅いところを横になって昇ってるのを見て感動し写

真を撮りましたが、やはり魚道を作って良かっただけではなくて、このような状況も

あるんだという事も踏まえながら、長期の展望にたって評価をすべきだと思う。

悪七委員

徳富川ではないが、支庁で行っている砂金沢川で色々なタイプの魚道を行っているが、

それで、今までに分かったことがあるのか。実際調査も行っていると聞いている。

岩井委員長

その部分について、現在、どこで行っているのか情報がない。

長坂委員

それは、治山事業で森づくりセンターの方で行っています。水産林務部の方の事業

です。

岩井委員長

確認することは可能ですので、町として内容的なものや調査結果的なものなど、確認

したいと思う。

悪七委員

すべて形式が違うんです。

岩井委員長

恐らく、色んな形にを試しながらその場所に合ったものを検討しているのかと思う。



- 22 -

安田委員

他県でも、ひとつの川で何種類もの魚道を設置している。これは、本来の河川環境を

残す側から考えるとあまり良い話ではない。試すのであれば、試すなりの別な所で行

うべきだと思う。設置したけど、だめでしたという事は良い方法ではない。魚道には、

色んな方々の思いがあって様々な形式があり、そういう流れで作ってしまうことがあ

ったのだが、今はもう少し、科学的なところで考えていきましょうというようになり

つつあるので、これからは、そういう事は無くなるとは思う。ただ、今までそうした

ものをだめではなくて、どのように手を加えれば良くなるのかという事を合わせて

考えていくことが今の魚道整備の中では重要な話で、作りっぱなしという事は、随

分見直しつつある。

岩井委員長

安田委員より他府県の話がありましたが、その部分については、森づくりセンター等

に確認して、次回の検討委員会に情報を提供していきたいと思います。

事務局

継続的な整備後の話ですが、本地区の場合３ヶ所の設置箇所がありますが同時に施工

ができないことから、下流から施工後検証することは考えています。また、地区が終わ

っても事後評価も含めて、魚道の点検を実施するように指導もありますので、その中で

検証をしていきたいと思っています。

後ほど説明しようと思っていますが、カワヤツメの話がでましたがその調査も自前で

水産孵化場の指導の基に、今年、産卵床・幼生密度調査を行う事としています。

昔の様に、やりっぱなしでない様にしていきたいと思っています。

森下委員

私は、10 年後、「平成 21 年に魚道検討会で、安田先生を中心に活動したから、今の

徳富川がすばらしくなっている」という夢を描いています。

すごく勉強になりました。

鈴木委員

カワヤツメのことですが、平成元年くらいの頃には、すごくいました。主人に連れら

れて徳富川に来て、カワヤツメは掘ってそこにいるといって、手で捕まえていました。

素手で捕まえられるくらいいた。実際にこの徳富川でどうなっているのか研究は行っ

ていないという事ですよね。

事務局

平成 18年まではいたと言う調査結果はあります。

数は少ない状況です。

長坂委員

工事の事なのですが、川は変動するのでコンクリートの建造物はすごく強固で１度作

ってしまうとフィックスされてしまうので、木材や現場の資材の石等を使って、状況

に応じて柔軟に構造を変えられるようなもので行っています。しかし、今回の徳富川

のような事例では流量も川の規模も大きいのでコンクリートを使うことは仕方のない
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ことだと思いますが、コンクリートの施行であっても実際に作ってみた時に流量や水

位がどのくらいのところで収まるのかという、施工後の調節のような事が出てくると

思うのですが、そのような手直しは可能なのか。施工期間の中で終わりではなく、手

直しということを前提に考えた方が良いのではないか。

安田委員

・河川管理機関や行政機関で出来るということは言えないが、事例として知床の羅臼の

サシルイ川ですが、水量が少なくなっても一番上流端の切欠が深すぎてかなり流量が

多くなってもカラフトマスなんかは遡上していくということで問題はないのですが、

もっと水量が多くなって遡上の意欲が増したときに上りにくい環境になりやすいので

流量調整をしなくてはいけないということで隔壁を設けました。このように、改善し

たものに手を加えることは可能であり、作りっぱなしではなく調査をして必要に応

じて手直ししていくという可能性は十分にある。

長坂委員

・そのような事を前提に計画を進めた方がいいと思う。

事務局

・特に、今回は下流側からやらないと効果がでませんので、後ほど説明いたしますが上

徳富第２幹線頭首工の下流側から進めていき、最終的には西徳富第４幹線までいきま

すが、最初に作った上徳富第２幹線頭首工を作った時点で悪い点があればそれを改善

しながら次の魚道を整備するように進めようと考えている。

岩井委員長

・続きまして平成２１年度事業の予定内容の説明をお願いしたいと思いますが、先程質

問がありました今後の予定的な事を含めて事務局の方から説明していただきます。

⑥平成２１年度事業予定内容について

事務局

・２１年度の工事予定から説明します。平成２１年度は上徳富頭首工のかんがい期の９

４．１メートルの魚道を整備したいと思います。施工時期といたしましては、８月以

降から工事着手し２月までに終わればと考えている。但し、河川協議等が未了である

ことから最終的な詳細につきましてはまだ未定ではありますが、平成２１年度といた

しましてはかんがい期側の魚道を整備したいと思っている。

次年度の２２年度は同じく上徳富第２幹線頭首工の非かんがい期側と考えており、

上徳富頭首工は２１年度と２２年度の２ヶ年でかんがい期、非かんがい期に分けて施

行させて頂くことになるかと思っている。また、工期は２３年度で全地区終わる予定

ではありますが、２３年度が吉野頭首工、２４年度が西徳富第４頭首工といことにな

るかと思われる。プラス１年調査期間を割いて頂きたいということで、現在、道庁及

び関係官庁と打合せしているところです。また、全て工事は秋以降の工事と考えてい

ます。

岩井委員長

・今の予定では２３年度が吉野、２４年度が西徳富第４幹線ということですね。

２１年度から最終年度までの予定を説明して頂きましたが、特になければその他に移

ります。



- 24 -

⑦その他

事務局

・先ほど規約一部改訂について説明したところですが、委員の委嘱をしました、北海道

立水産孵化場の協力をいただき、整備課と北部耕地出張所職員により今年６月、８月

から１０月に１回、全部で２回カワヤツメに関する産卵床もしくは生育密度調査を行

うことにしました。結果報告については、次回の検討委員会で行うこととしている。

また、この検討会の中にはカワヤツメを重要視するということを位置づけながら行政

側が主体となって調査をして皆様に報告をしていきたいと思う。

岩井委員長

・今ほど事務局の方から説明がありましたが、今年度は実際に北海道立水産孵化場、整備

課と北部耕地出張所職員により調査を行うようです。また、２１年度以降については、

年に１回程度の検討会を開催するという報告がありました。何か皆様からあればお受け

します。

安田委員

・年に１回の検討会の時期ですが、いつ頃を予定してるのか。

事務局

・今年の年末くらいに皆様に予定を伺いながら決めたいと思う。

悪七委員

・平成２２年度に徳富ダムが動き出しますよね。そのことによって河川の水質の変化や

水量調節もすると思いますがそのあたりの事をしっかりしておかないと何か影響があ

るような気がする。

岩井委員長

・雪が溶けた水が流れたりしていたのが、ダムが出来ることによって調整されてある定

量しか流れなくなって水量が上がったり下がったりするというようなことですか。

悪七委員

・そのようなことであったり、下のほうに流すことによってこちら側の川が淀んだりと

いうような事が起こらないかということです。今は比較的雪解け水が入ってきてきれ

いな水が流れてきていましたが、かんがい期になってくると泥側の水が中心になって

きたりはしないか、そういうことで水質が変わってしまったりはしないのかどうなの

かと思っている。

安田委員

・実は関東の１級河川（国の管轄しているところ）のあるダム郡で検討していたことで

あるが、洪水期（出水期）になると河道が掃除されることになり、中州になっている

ところは植生が発達していないので洗い流され、河道全体を有効に使う事ができるよ

うになる。ところが、流量調節を行い過ぎると木が生えて河道が固定化してしまい、

どんどん川底を掘ってしまう。そうすると河床の一部低下するなど色々な事を招いて

しまい、河川管理側、環境側からするとあまり良くないことになる。ら洪水調節によ

って流量の大小が無くなった事による問題が見え隠れしている部分もある。徳富ダム

がどのような流量管理されるのかわからないが、洪水調節のところでどのように運用

するかによって、現在の河道の中の中州のところなどが変わってくるのではないか。
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そうなると状況が変わってくるので、そこは考えなければならない。

岩井委員長

・悪七委員からの意見につきましては、徳富ダムの部分、それによっての高水調整はも

ちろんしていくのですが、実際には高水調整だけではなく農業用水のための放流も当

然やっています。全てが管路で持って行くというわけではありません。徳富川を使っ

て石狩川に一度入れて浦臼の頭首工で取水するというようなことも行っている。

揚水量としては洪水期から考えると比較にならないくらい少ないので、洪水時に全て

が洗い流せるかどうかはわかりませんが、今後の河川の管理部分につきましてもよく

打合せをしながら生態系をおかしくしないように管理してもらうより仕方ないのかな

と思っている。

安田委員

・中州で木が生えて鳥が生息しますと、野鳥の会から切るなという事になり、元々生え

なくていいものが生えてきて生息場になってきたらそれを担保しようという考え方に

変ってしまうので、元々違う役割としてあったものがそうでなくなってしまうといろ

いろな意味で歪みが出てくるのでそのバランスはきちんと考えなくてはいけないこと

だと思う。

奥委員

・補足してご説明申し上げます。ダムの完成前にさまざまな会議がありまして、その中

でダムを造ったことによってどうなのか、支出はどうなのかなど十分検討したうえで、

悪影響がないようにしている。

木村事務局長

・今年の８月から魚道の設置に向けた工事が始まるが、先程説明がありましたように予

算があまりないので、３年から４年と長い期間をかけていくことになりますが、魚道

の整備をすることがこの事業の目的ではなく、それを使って魚を昔のように山里深く

まで戻れるようにするということが最終の目的です。来年の春にはまず１つ目のかん

がい期用の魚道ができますので、こういったものをうまく活用して頂き、サケ・マス

の稚魚の放流やヤツメウナギやドジョウの親魚の放流などといったことについても新

十津川町の地元の学校等にも働きかけをして行きたいと思っているので、地元の方か

らもこの魚道を使って子供達の上層教育も含め、昔の徳富川に戻そうという動きをお

願いしたい。

楠田研究員

・水産孵化場が単独で行う調査というのはほとんどありません。私が行く現場では必ず

地域の方と一緒に調査を行います。これはとても良いことだと思いまして、結果をこ

ういう検討会で紹介するのは２回目になります。ようするに、現場で１度皆さん見る

わけです。現場で１度見て自分で納得したものをさらにグラフにしたり表にしたりし

て説明されるので、より理解できるのです。部長が仰られたように魚道は何のために

あるのか。この地域の財産として、魚がどうこうということよりも魚の住める環境を

どう活用してそれをどうやって新十津川の財産にするのか、どうやって次の世代へ受

け渡すのか。そういった部分を視野に入れて、是非そのような会を皆様方で用意して

いただければよいのではないでしょうか。調査をするというお話がありましたが、そ
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の調査の中で例えば捕った魚をどこかに放流するなどという作業があるかと思います

ので、そういったところをうまく上層教育や環境学習などと一緒に取り組むことがで

きればいいのかなというふうに感じます。

鈴木委員

・今、新十津川町では町づくりの基本条例作成委員会というのがあります。その中で新

十津川の良いところ悪いところはどこだろうと意見を聞いてみたところ、自然がすご

くいいということでしたので、それを生かした町づくり条例を作ってみようというこ

とで今検討しているところです。その中でサケ稚魚の放流をしようという取組をして

おりますので、そういったことで私たちの町も自然を大切にしながらこのような事業

を行っていきましょうということで進めています。

・よろしくお願いします。

岩井委員長

・ありがとうございます。身障者福祉協議会というところがサケの稚魚を育てて来年の

４月に放流すると思いますので、近隣の方にはお願いをして一緒にそのような経験を

して進めていければと思います。前回の検討会の中でも報告させて頂きましたが魚が

帰ってきているのではないかという痕跡も見られましたので、継続してやっていくと

いうこと、魚にやさしい魚道を造っていくということが大切なのではないかと思いま

す。地域で協力できるところは協力してということで進めて行きたいと思っています。

・無いようでございますので、以上で第３回新十津川地区魚道整備検討会を終了させて

頂きます。


