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第４回 平成２１年度新十津川地区魚道整備検討会議事録 

 

議題 

①平成２０年第３回検討内容報告 

②上徳富第２幹線頭首工かんがい期用魚道現地確認 

③上徳富第２幹線頭首工かんがい期魚道出口部について 

④吉野頭首工副ダム位置について再検討 

⑤西徳富第４幹線頭首工隔壁切かき構造について 

⑥西徳富第４幹線頭首工魚道護床工と現況水位と計画河床との関係 

⑦総富地川支流砂金沢川の魚道整備について 

⑧水産孵化場との共同魚類（カワヤツメ）調査報告 

⑨意見交換会 

⑩平成２２年度事業予定内容説明 

⑪その他 

 

事務局 

・開会 

・本日の予定について説明、新委員の紹介 

・空知支庁産業振興部長挨拶 

 

①平成２０年第３回検討内容報告 

岩井委員長 

・只今から平成２１年度第１回新十津川地区魚道整備検討会を開催させていただきます。 

 議題の１番目でございます、平成２０年第３回の検討内容の報告について事務局より

説明願います。 

事務局 

 ・事務局より説明します。手持ちにございます資料のホチキスで止めております、２組

目３組目になります。３組目が皆様の言葉、意見をそのまま文面にしたものでござい

ます。それをまとめたのが、結果報告となっております。 

  前回３月２４日の部分で予想図（パーツ図）につきましては、前回検討委員会でご指

摘されたとおり５月に皆様に送ったところです。 

  また、議事録の部分につきましては、もっと早く皆様に確認する事でありましたが、

私の手違いがありまして、送ったものと勘違いして事前に確認してもらうのが遅くな

った事については、ご迷惑をかけたと思っております。申し訳ございませんでした。 

  それでは内容について説明させていただきます。議題といたしましては前回の検討内



 - 2 - 

容の確認、それと将来構想と聞き取り調査結果、各頭首工の魚道構造、意見交換会と

大きな４項目で検討会を進めて参りました。その中で各頭首工の話が主点となった訳

ですが、上徳富第２幹線頭首工については維持管理を行う土地改良区さんの方から、

維持管理用の魚道の上流部に水を止められるような施設を設けてほしいと言う話があ

りまして、それを付けるのであれば、水際に溝を設けないで魚道最上流の出口にバー

を刺し込むような構造になるように考えながら、河川管理者と協議をしなさいと指示

を受けております。これは、後ほど説明したいと思っています。 

  次に吉野頭首工ですけど、副ダムの位置が下流すぎないか、いわゆる副ダムを付けた

その下流側の護床が突出してしまうのではないかと言う話がございまして、それにつ

いて一部再検討してはどうだという事を前回言われています。これも後ほど説明した

いと思っています。 

  あと、西徳富第４幹線頭首工ですけど、現況の水位と施工高の関係についてどうなっ

ているのか、また、根堀するとき危険な状態になるので気をつけて行いなさいと言う

話、あと、かんがい期と非かんがい期の兼用となる魚道が、真ん中に水を流す形にし

ていますけど流れが特有な現象をおこし、揺れたりする可能性があるから一部断面の

検討をしてはいかがか、もう一つは流量の規模があまりにも小さいという事があって

隔壁の構造自体に丸味を付けなさい、丸味を付ける事によって剥離した状態の流れに

ならないので検討しなさい。あと、その他としまして砂金沢川の関係で森づくりセン

ターが行っている分について情報があれば教えてほしいと言われましたので、これに

ついても後ほど説明させていただきたいと思います。 

  あと、意見交換会の中では前回、水産孵化場の楠田研究員さんが来られまして、いろ

いろ話をしたいという事だったのですけど、その中で川ヤツメの話をいろいろされた

かと思います。その中で魚道の評価の関係で、繁殖関係だとか遺伝子による評価をし

てはどうかと話しをされましたけど、なかには魚道効果はやらないのですね、生魚を

上流側に放して、そこで生育する環境があるのか無いのか確認してから魚道の意味と

いうものがあるのではないかと言う話もありました。 

  あと、５年１０年と長いスパンを見て、求めていけばいいのではと言う話もありまし

た。それと、今回の工事の中でこう言う話もありました。コンクリート構造物で今回

造るが、固定化されてしまうので手直し前提で物事を進めてはと言う話もありました。

ただこの話の中では安田先生からだったと思いますけど、やった物に対して手直しを

かけたという事例があって、実際できない訳ではないと言う話をされたかと思います。 

  それと、徳富ダムが２３年から供用開始になるという事で、ダムの流量調整の話が出

まして流量調整をあまりまめにしすぎると、逆にいろんな意味で河川管理面だとか環

境面で良くない、いわゆる真ん中に中州ができて木が生えたりする部分が、あまり良

くないと言う話も出ましたし、この魚道を整備するというのは単純に魚が上るという

ことではなくて、昔の様な環境に戻すという目的を持って皆さん学校に働きかけたり、
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我々も子どもたちに農村教育の場を提供出来るようにしようではないかと言う話もあ

りました。 

  それと、鈴木委員からだったと思いますが、新十津川町で今、基本条例を作成してい

る、その中では自然条件を生かした町づくり条例を作っていきたいと言う話もありま

したので、是非そうしていただきたいと思っています。 

  そのような数多くの意見があったと思います。その中で今回構造上一番大切だったの

は、工事を行っています上徳富第２幹線頭首工の上流側の細工、いわゆる水をどうや

って止めるかは後から説明をいたしますし、その構造については何度か安田先生とや

りとりをさせてもらって決めた構造としていますので、後から説明させていただきま

す。あと、後ほど現地に行った時に見られるかと思いますので、その時に話せればと

思っています。内容的には結果表の中の形で事務局としては納めさせていただければ

と思います。もしこれで了解を得られれば空知支庁のホームページのほうにも、これ

を載せていきたいと思います。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只今説明がございました。委員の皆さんから質疑等があればお

受けいたします。よろしくお願いします。 

・今ほど説明受けた内容で、皆さんよろしいですね。それでは、無いようですから前回

検討会の内容については、報告済みという事でいたします。 

 

②上徳富第２幹線頭首工かんがい期用魚道現地確認 

岩井委員長 

・続きまして次ぎの議題でございます。２番目の上徳富第２幹線頭首工かんがい期用の

魚道の現地調査、現地確認という事です。説明をよろしくお願いします。 

事務局 

・現地調査配車資料で配車説明。 

・現地ですね若干雪も解けているので、足下が悪い部分があります。それと、若干囲い

は外してはいますけど、工事現場なので皆さんヘルメットと軍手を配布いたしますの

で着用していただいて見ていただければと思います。それでは、これから現地に向け

て出発したいと思います。 

 

（現地確認） 

 

岩井委員長 

 ・それでは皆さん現地の確認、寒い中大変ありがとうございました。 

  実際見て頂いて分かったのでは、いい所悪い所もあるかと思いますが、現地の確認を

終了させていただきました。 
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③上徳富第２幹線頭首工かんがい期魚道出口部について 

岩井委員長 

 ・続きまして３番目、各頭首工の構造変更についての議題といたしまして事務局から説

明をいただきたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局 

 ・現地の方ありがとうございました。現地でのご指導、我々の施工分で訂正した方が良

いと言う事もあると思いますが、それにつきましては後ほどご指導いただける事とい

たしまして、先に議題の方を進めさせていただきます。 

 ・手持ちにございます上徳富第２幹線頭首工かんがい期用魚道出口部についてという資

料に基づいて説明させていただきます。 

  これは、先ほど現地に行きまして、鉄の鉄板みたいな物が付いていたかと思いますが、

あの部分の事ですけども、これは第３回検討会で、維持管理時に止水可能となる様な

構造を検討する事となりまして、尚かつ水際に溝を設けない構造でという事で現地の

様な詳細図（Ｎｏ．２）４ページにございますが、このような形の物が付くという事

にさせてもらいました。この注意事項といたしましては、魚道の斜めになっている壁

のところ、その部分に魚道の内部なので溝を設けない考えとしております。尚かつこ

の部分は洪水敷であるため上に飛び出る構造はしないと言う事なので、操作方法とし

ては人力２人、右と左で持ち上げて、使用する場合は下におろして水を止める構造と

しております。それともう一つ検討しなさいと言う中で、最上流部に設ければ良いの

ではと言う話もありましたが、実は断面が大きく水圧がかかると、逆に板が持ち上げ

づらい事で、今の部分の所にさせていただいた経緯がございます。これについても現

地は行っておりますが、事前に図面を見てもらいながら安田先生に相談しながら、行

ったようなタイプとなっております。あと実際今年の５月から水が流れて来るわけで

すけど、このへんを見ながら、一部分改良する事もあるのであれば改良せざるをえな

いと考えています。 

それともう一つ、改良区さんから言われた安全柵の設置についての事でした、これに

ついては事例と言うことで安田先生の方から、東京の水道局で事例がありますとの事

でしたが、実際、補助事業で整備しているという事もありまして、もともと安全柵が

付いていないという事が一つと高水敷である事から、なかなか事業での設置は厳しい

という事で、予算の窓口の方から言われております。ただし、何回も前回も説明して

おりますけど魚道本体の転落という部分では、今のところグレーチングの蓋を設置す

るような（網の蓋）事になっておりますので、魚道本体に落ちる事は無いのかなと考

えておりまして、安全柵については、あえて付ける事は考えておりませんでした。先

ほどの止水板の構造は３ページ４ページにあります。一番大きい図面が魚道設計図で、

このような形で付けたという図面になります。私からは上徳富頭首工の出口部につい
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ての説明を終わらせていただきます。 

岩井委員長 

 ・３番目の上徳富第２幹線頭首工かんがい期魚道出口部についての説明が終わりました。 

  意見等をお受けしたいと思います。よろしくお願いします。 

奥委員 

 ・角落としの天端と余水吐の底の高さと同じなのですか。 

事務局 

 ・違います。角落としを置いた状態で余水吐に流れる。 

奥委員 

 ・角落としの天端よりも余水吐の下の方が低いのですね。 

事務局 

 ・はい、低いです。 

奥委員 

 ・わかりました。 

安田委員 

 ・具体的には３０cm 位隔壁より高い所に余水吐の天端があるわけです。管理用の角落と

しの高さが３０cm ですね。これで丁度余水吐の天端と面が合う感じでしたね、確か。 

 ・魚道の出口とか入口と言う話が出てきているかと思いますが、魚の遡上を意識しがち

ですが、魚の場合は移動するので上ることばかりでなくて下るほうもありますので、

出口も入口も両方になってしまうのです。出入口になるのです。ですから、それでし

たら流入口とか流出口のほうが分かりやすいと思います。上流端とか下流端と言うと

厳めしく感じるのであれば、流入口と流出口ぐらいに柔らかくしたほうがよろしいの

ではないでしょうか、本質的な話ではないのですいません。 

事務局 

 ・わかりました。魚が上るイメージを勝手に思っているものですから。 

安田委員 

 ・上るだけだと議論があるので。 

事務局 

 ・わかりました。これから表現はそう言う事にさせていただきます。 

 ・今の角落としと余水吐の高さの関係ですけど、４０cm 位余水吐より角落としを閉めた

時に角落としの方が高いのですね。 

奥委員 

 ・角落としより４０cm 低いと言うことは、この絵でいくと下の切欠きの部分から５cm

上がった位の高さとなるのか。 

安田委員 

 ・確認ですけど、角落としを下ろした時にサイドの横の傾斜の終わり位ですよね、角落
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としの天端が。 

事務局 

 ・そうです。 

安田委員 

 ・それから、上流側に沿っていくと余水吐の底板と一致していませんか、ということが

今の説明の中ではわからないのですけど。 

事務局 

 ・角落としの天端より５cm 余水吐の方が低いです。角落としをしても余水吐の方が低い

ので水は当然余水吐を流れる。 

安田委員 

 ・厳密に見ると側壁より、もう少し幾分高いのですね。 

奥委員 

 ・わかりました。対象流量はどの様に考えていますか。 

事務局 

 ・対象流量ですか。ここはかんがい期。 

奥委員 

 ・ですから、何トンの水が来たら角落としで止められるのか。 

ルーラルエンジニア 

 ・維持管理は非かんがい期にやるので、基本的にゲートは倒れていますので水は来てな

い状態です。 

奥委員 

 ・例えばゲートの大きさを決める時に、どこまでの高さまで上げれば良いのか、検討は

成されてないのですか。角落としの天端の決定根拠をどの様な対象流量で考えられて

いるのか。 

安田委員 

 ・おそらく、角落としを置いた時に余水吐の天端とほぼ同じ高さですよね。５cm だから。

そうすると水が流れていれば当然水位は上がりますので、余水吐から流れても魚道に

も流れてくる可能性があるわけで、たぶん、そこをおっしゃっていると思うのです。

逆にゲートを下げているのであれば、それすら要らないはずですよね。水が入ってこ

ないのだから。と言う事はある程度ゲートを上げた状態でも作業ができる事を想定し

て角落としを入れているのですね。水が上がっている状態で。そうすると、川なので

すから水が全く流れないという事はあり得ない訳で、魚道側に入らない様に余水吐で

常時水を流れる様にするのであれば。ようするに余水吐から５cm ちょっと上がっただ

けだと、魚道の方に来るのではないのですかと言う懸念だと思います。そうすると、

どの位の水量を想定されてあの角落としのバーの高さをお決めになったのですか。と

言うことではないかと思います。 
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奥委員 

 ・そのとおりです。 

事務局 

 ・そもそも余水吐の高さをどの様に決めたかと言うことですね。 

奥委員 

 ・それと同じです。 

ルーラルエンジニア 

 ・余水吐自体の高さは、代かき期に水の中に入る魚道内の断面に、遡上可能な水面があ

りまして、それからプラスで決めています。 

  それに対して、おっしゃるとおりで維持管理の時に基本的に水が無いという前提では

ありますけれど、プラス５cm と言うはっきりとした根拠はありませんけど余裕をとっ

て設計をしております。 

奥委員 

 ・検査、監査に向けて理論武装しといたほうが良いと思います。 

安田委員 

・たぶん、魚道幅全体で５cm だとそんなに水量は多くないですよね。ですから維持管理

される時にゲートを下げないと言うのは物理的には厳しいかもしれないですね。ある

程度水を落としつつも、その安全性を考えて角落とし板で水が魚道に入らないように

するという安全対策側で考えないと。ゲートを起こした状態でも作業ができるように

したのですと言うと、説明がご指摘のように苦しくなると思います。安全対策と言う

意味でそれを更に設けると言うぐらいにしないと説明がつかないと思います。魚道の

中はそんなに水量は少なくないですから。もともと入る量が。 

事務局 

 ・既に決定した図面が有るわけですから、それをもう一回理論武装をしながら整理させ

て下さい 

安田委員 

 ・ゲートから越水するものがあるわけですよね。だから堰上げれば絶対流れるわけです

から、当然越流水深はそんなには過剰に高くはならないと思うのです。分散するので。

その時に５cm でどの位の配分ができるかを逆算しないと、ゲートが立ち上がっても良

いと言う話にはならないと思う。そこはダブルチェックかけた方がいいですね。 

事務局 

 ・わかりました。 

奥委員 

 ・そう言う意味では、補修とか維持する時期が逆に決まってくるのではないか。流量で。

その時にメンテナンスするのだという様な理屈付けだとか理論ですよね。 

事務局 
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 ・わかりました。 

横井委員 

 ・私が長年、水の管理の中で頭首工近辺を観察しているのですけど、今の角落としの問

題だとか、転倒ゲートの従来の状況の中で結局夏場はほとんど転倒ゲートから雨が降

らない限りオーバーフローしないのです。その状態の中で今の角落としの方で、魚道

の方に水が流れる状態にはなっているのですか。 

事務局 

 ・なっています。 

横井委員 

 ・わかりました。 

事務局 

 ・角落としの件については、再度高さ５cm については整理させて下さい。 

 ・それともう一つは、今年春から水を流すわけですけど、そのへんの様子を見ながら改

良区さんから問題があると言うのであれば、議論を考え直して角落としをもう少し大

きくするだとか、現地を見ながら対応をさせてもらう事で進めさせて下さい。 

岩井委員長 

 ・他に何か２幹線のほうで皆様の方からありませんでしょうか。 

悪七委員 

・安全柵の設置については、高水敷なので事業での設置は難しいと言う事はわかりまし

た。それでグレーチング等によって魚道の上からは安全だけども、あそこは横から見

るとすぐ川になっているので、それで新聞等で魚道が出来ただとかの報道がされた時

に、大人子供の興味持った人が行くと思うのですよ。実際に魚を見ることが出来ない

にしても。そこで安全策の看板を立てるだとか安全対策はどの様になっているのか。

もしか事故があってからでは困るのです。一つの例として砂川遊水池に魚道を設置し

て新聞で出ると、その次の日あたりからいろんな人が来て、私も実際行ってみて「秋

になると見られる」それを口伝でいろんな人たちが沢山来る可能性も無いわけではな

い。特に初年度、次年度位までは安全策をどういうタイプにしていただけるのかお聞

きしたい。 

事務局 

・前回この様な話が出ましてグレーチングにしました。あと、フェンスを付けるにあた

って看板だとかを付ける話もあったので、そちらの方では考えられるのかなと思うの

です。ただ、設置する場所は先ほども言いました様に固定されている物は、高水敷は

ダメだと言う話があるので、場所を考えながら改良区さんと相談しながら付けられる

物であれば付けたいと思います。まったく無視はできないのかなと。魚道には落ちな

いけれど、結局はそれを造ったことにより人が寄って来てという実際例もございます

ので。維持管理上、降りてこないといけない階段も築堤に付けますけど、その付近に
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は立ち入り禁止等の何かをするだとか、までは出来るのかなと思っています。 

安田委員 

・魚道の導流壁が一部高くなっている所がありますよね。ところどころで。そこの所の

壁にプレートを設けるなり、つまりグレーチングをすると心理的に渡れるという判断

が働くと思います。ところが、渡り板などが無ければ普通渡る気にはなりません。飛

び越えるなんて言うのはあれだけ幅があると。そうすると背丈の低い所に入る可能性

があるので、前後にプレートで「あぶないから入らないように」と言う事を壁に付け

ておけば、まだそのほうが危険に対して警鐘を促せる環境になるのでないのか。下手

に立て看板などを設けようとすると、洪水流の阻害になるだとかの課題が生じる。む

しろ導流壁の余裕のある所にそういう看板が目に着く様な形で設置する方が現実的で

はないですか。 

岩井委員長 

・実際に河川管理者で河川構造令等の関係もあるのでしょうが、石狩川の河川敷に占用

を受けて東屋だとか設置していますけど、撤去する部分と撤去は出来ないけれども、

流されないように固定をする事で占用を受ける部分もありますから。例えば看板的な

物ですね穴を掘ってそこに差し込むような、あとは鎖でつないで洪水になった時には

それを抜いておく、鎖でつながった状態で流される事は無いという部分で許可される

のであれば、その部分も検証していただければ良いのかな。一番目につきやすいです

から。 

奥委員 

・そう言う意味で一つ言わせてもらえれば、いわゆる流出計画高水時の５％までは阻害

率が許されるので、５％程度よりもずっと小さい物になるのですよね。そう言う事で

あれば許可になると思いますけど。要するにハイウォーターラインを引いた時、水面

幅とした時に阻害率が幾つなのか。５％以内までは許されますので。その前に必要性

をさることながら技術的には可能だと思います。 

安田委員 

・あと、是非「文言」を考えて下さい。「きけんですから」ではダメです。私は危険でな

いと言う事もありますから。また、「あぶないですから近寄らないで下さい」は説得に

なりません。 

悪七委員 

・私は逆に、そうやってやると子供たちの事を考えた時に観察をさせるという立場から

言うと、そしたら行っても入れない、見られない、覗けないと、そういう状況ができ

ますよね。そうなった時に見学、観察ができるエリアをはっきり決める。それ以外は

立入禁止絶対入れないという配慮がないと、あそこに行っても見られない、入れない、

ダメだと言う事になれば、それは完全に最初から開放しない様な形の方が絶対安全で

ある。 
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岩井委員長 

    ・今皆さん言われているのは、魚道の上はグレーチングで見られる施設になっている。

ところが川側の方が危ないから、そこを注意書きするような看板にしようと言う事で

すから、そばまで行くのはいいのですよね。ただ、後は注意を感興するような文言で

自分の判断で行かない様にしなさいと言う事ですから。見るのは全体的を見ても良い

よ、そこまでを強制（規制）しようとは思っていないのですよね。 

悪七委員 

 ・今、アクリル板にするだとかグレーチングにするだとか、そう言う話から上に網がか

かると行って見たいという、これも当然ですから。確かにプールがあれだけあるわけ

ですから。全てを見られる様にしておいても良いのでしょうけど。そうすると安全対

策として我々が手を施す部分、５％以内であればと土現さんからの話もありましたけ

ど、そういう部分である程度我々の方で観察できる部分を限定すれば、その５％以内

の設置も可能ではないのかなと感じがするのです。 

奥委員 

・札幌の豊平川、あそこにはが柵ありますよね。あれは洪水が来た時に倒れるようにな

っているのです。回復しないといけない手間はありますけど、普段の水の無い時は立

っているけども多水が来たときは下流側に倒れるという構造物もあるので。その様な

検討をされてはどうか。 

事務局 

 ・それは、先ほどの５％の阻害率以内であれば問題無いと言う事ですか。 

奥委員 

 ・そうです。 

事務局 

 ・前回安田先生の方からそういうのはあるよ、とおっしゃっていました。 

奥委員 

 ・柵を付ければ、また、危険だよと言う感じも受けるかもしれない。ちょっと難しいと

ころですね。 

事務局 

 ・部分、部分でなくて、あそこの場所が危険だと言う事ですね。危険だけど魚道ができ

れば人が集まるで、それを何とかしないといけないという事だと思うのです。 

安田委員 

 ・こだわるようですが、グレーチングだと、中がどのようになっているのかよくわから

なくなると思いますけども、無ければ無いなりに人が魚道に入る可能性があると言う

のであれば、「魚道の中には危険なので入らないで下さい」と言う様な物が必要なのか

なと思います。例えば場所が違うので何とも言えないのですけど、知床で知円別の所

で折返しの魚道があって、一部折返しの所で駐車場があり車が近づけて降りようと思
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えば幾らでの降りられる、踊り場が一部あって傾斜になっている。そうすると人が入

れるようになってはいるのですけど入ったためしがない。やはり心理的には活きよい

よくそれなりに流れていますから、入りたいと普通は思わないみたいですね。だたら、

例えば魚道の中にほとんど水が流れてなければ入っても問題無いのだろうなと思って

も、ある程度水がしっかり流れていると、人はそこに心理的に入ろうと言う気持ちに

はならないと思う。さらには、その周辺には「魚道の中は危険なので入らないで下さ

い」とすれば、「中まで入って観察はするな」という事を書いてもらって、上から覗く

分には別に問題ないようにしておくと良いのではと思います。 

事務局 

 ・極端な言い方をすれば、グレーチングを全部やめて、先ほどの阻害率５％以内で手前

側に柵を付けさせて、それでもどうかと言う話になる。 

安田委員 

 ・例えば観察をしたい場合には、事前に申し出ていただき柵の中に入る様に特別にして

やるとか、常時いつでも誰かが入れるようにするのではなくて。ある程度柵で手前の

方から基本的に入れないようにして、環境学習する時には申請して中に入れる様にす

るだとか、そういうふうにされたらどうですか。 

森下委員 

 ・環境の保全保護という事で、今まで私たちは自然に優しくない事業をしてきた。とこ

ろがそれを反省して保護するように魚道を造った、だから「そこに近づいて良い」と

学校関係に「魚道を造りました」、「この様な効果があるようです、是非見に来て下さ

い」と、その時に指導者に十分注意を促してやるという一つの方法ではないでしょう

か。逆に「行くのではない」だとか「危ない」だとかの看板も必要ですけど、それを

付けた上で各市町村、指導者、学校関係、近くの人たちに注意事項を書いて渡す。先

にそういう事をやる必要もあるのかなと思います。たいした費用はかからないと思い

ます。 

・先ほど悪七委員さんがおっしゃった様に「入ったらダメ」だとなると、「ゆめクラブで

行けなくなる」でなくて、おおいに行って下さい。ただし、「危険も充分ありますので

気をつけて下さい」そう言う形で、逆に次に「翌年度以降の工事をします。是非、期

待して下さい。」と言うのも大切だと思います。 

奥委員 

 ・防護柵にも設置基準とかいろいろ文献がありますよね。それを勉強されて必要な高さ

で管理可否につながるとか、そういう事であれば付けなければいけないかなと思いま

すけど。このへんの基準を引用するという事は必要かな。 

事務局 

 ・そうですね。たとえ蓋をするにしても、何するにしても基準があるわけで、その中で

今言われた様に全部かなと言うやり方もあるだろうし、最低ここまでは、もしくは入
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れなくしたとしても、その時は誰か見ながら入れるようにしてあげるだとか、当然先

ほど私、前回の意見の中でここを活用しながら子供の教育の場にしましょうと言いな

がら、入れなくさせる事が問題だと思います。今回の工事の中では蓋をするところま

では事情があってできない状況ですので、再度もう一度工法を考えながら安全面につ

いては検討させて下さい。５月位から水が流れるので簡易的ですけど防護柵「あぶな

いです」位の形にはさせてもらって、早めに処理を行い、構造が変わるのであれば河

川管理者と協議をして了解をもらいながら進めて行くようにしたいと思いますので、

今の意見を十分繁栄させてもらって検討させて下さい。もう一度持ち帰りさせて下さ

い。お願いします。 

岩井委員長 

 ・その他には、とりあえず１番目のかんがい期魚道の部分につきましては、このへんで

閉じさせていただいて、最終的にその他の部分等もありますから、何かあればその時

にお願いをいたしたいと思います。 

 

④吉野頭首工副ダム位置について再検討 

岩井委員長 

 ・次に吉野頭首工副ダム位置の再検討について事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 ・ルーラルエンジニアさんで説明します。 

ルーラルエンジニア 

・ルーラルエンジニアの大沢といいます。課題に上がっています３点について説明いた

します。 

・各頭首工の地図のおさらいですけど、上徳富第２幹線頭首工については今回見ていた

だいたので省略します。吉野頭首工については昭和４５年に建設された頭首工であり

ます。可動堰ローラーゲートで堤高１．５ｍ堤長５０ｍになっております。 

 最上流の西徳富第４幹線頭首工は平成４年に建設されております。こちらの方は転倒

ゲートになっております。転倒ゲートの高さ１．５ｍ堤長４７ｍといった施設となっ

ております。 

 ・前回第３回の検討会で吉野頭首工について指摘を受けておりましたのは、副ダム壁の

位置に関わる内容です。当初、下流側のエプロンの最末端に迷入防止という事で副ダ

ム壁高さ３０cm の物を隙間をあけながら配置することを計画しておりましたが、１点

は下流側の洗堀に対して大丈夫であるかという確認と、ローラーゲートから転落した

いわゆる堰上げしている時に魚が転落した時に十分な水クッションが確保できないと

言ったような指摘がありました。これらについて、資料等再確認をした結果を報告し

ます。まず、前段の副ダム壁のエプロン直下の洗堀に対してですが、資料の中の右の

上の地質の断面図を示しておりますけど、全体が泥質頁岩と呼ばれております岩盤上
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に設置されております。断面図に今回のエプロンの高さをピンクの線で表示してあり

ますけど、頭首工全体更にエプロンについても着岩しているという事です。岩質なの

ですが、下に写真がありますが、上流は洗濯板のように波立っているのが分かるかと

思いますが、これが岩盤の露頭です。下流側のすいませんあまりいい写真が無かった

のですけど、著しい水深であってもすべらかに流れている状態にありまして、２０年

近く経っているのですけど洗堀は発生していないという事で、この点について問題は

ないかと思います。ただ、迷入防止という事については後で説明しますけど、できる

だけ魚が迷い込まない様にと言うのが一つ主題にありましたので、間隔ですね、副ダ

ムの間隔について若干検討しました。今１ｍ５０cm のブロックがあると６０cm をお

いて、また次の１ｍ５０cm のブロックだったのですけど、この副ダム壁を越流しない

範囲で付けて設計流量を流した場合、２つ繋げて６０cm あけてという形で隙間を狭く

して、魚が間違って上る範囲を狭めてやる事が可能ではないかという事で、位置は変

えずに間隔を詰める形に変更を考えています。それともう１点、上流側の水クッショ

ンを確保したいという事で検討しました。それが次の資料になりますけど、断面でエ

プロン部分の流況を実際には理屈どおりいかない様な条件ではあるのですけど想定を

してみました。下流側の副ダム壁に向かって水面が超水で上がるのですけど、その影

響範囲が５５cm 程度で１ｍ未満という事です。したがって副ダム壁で堰き止められる

影響で堰直下の水深を上げる事は難しいと判断しました。一方、普通期と代かき期そ

れぞれ越流水深で落下しますと普通期では７５cm 代かき期では２ｍ６０cm 先まで水

が届く形になります。先ほど説明しました、通水で背水の及ぶ範囲が５５cm 程度であ

る事と水が落下する所が７５cm（普通期）ある事を考えて、現時点１ｍ５０cm の所に

もう１列副ダム壁を置いてはどうかと考えています。この部分で水を溜めて上流側か

ら落ちてしまった魚に対するクッションの役目を果たすと考えています。吉野頭首工

の副ダム壁の設置の検討については以上が検討内容です。 

岩井委員長 

 ・吉野頭首工副ダムの位置の再検討について報告がありましたが、これについてご意見

を伺いたいと思います。お願いします。 

安田委員 

 ・この可動堰の再確認をしたいのですが、このゲートはどの位の流量が増えると上に上

がるのですか。 

ルーラルエンジニア 

 ・上がらないです。かんがい期間中は上がる事はないです。 

安田委員 

 ・洪水が起きても、ですか。 

ルーラルエンジニア 

 ・ないです。 



 - 14 - 

安田委員 

 ・どんな洪水が起きても、ですか。それはおかしいですよ。上げないと河川管理上まず

いと思いますよ。 

奥委員 

 ・聞きたかったのは、副ダムを設ける事によって大きな水が出てきた時にどの様な影響

があるか、検討していますか。 

ルーラルエンジニア 

・洪水時ですか。 

奥委員 

 ・洪水時、低水の時は確かにプールが必要だと分かるのですけど、大雨いわゆる計画洪

水程度の水が出てきた時に、副ダムが悪さをしないのかという事の検討はされていま

すか。 

ルーラルエンジニア 

 ・潜りの状態になると思うので検討しておりません。 

奥委員 

 ・潜り？ 

安田委員 

 ・これ、おそらく洪水とおっしゃっても毎年来る洪水もあれば、３年から５年位の規模

で来る場合もあれば、計画洪水もあると思うのですね。計画洪水が一番恐いのかと言

うと、意外とそうではなくて中小洪水の方が恐い場合がある。中小洪水に対しての検

討は非常に重要な案件なので、やはりそこは慎重に考えないといけないところである。

先ほど、何故私の方が「どの位の流量でゲートが上がるのですか」と言った話もそれ

に関わってきまして、今、代かき期の場合の絵を描いておりますが、例えば、ゲート

の一番手前の近い所、水クッション用と書いてありますけど、越流水脈の点線を見て

いただくと、副ダムをまたぐようにして水脈を書いていますよね。つまり、ある所で

は直接当たると言う事ですよね。それがまったく好ましくない話で、何で当てる所に

位置を決めているのだろ、いわゆる魚が上から落ちても、治水の意味からしても道理

に合わない話なのですよね。もう一つは、例えばこのゲートは可動堰で、ある程度流

量規模があると上がりますよね。そうすると、下からの噴出があるのですよ。下から

噴出した時に副ダムの所がどういう力がかかるのかなというのは、また違う作用が起

きるのです。ですから、例えば流体力の問題を考えると、副ダムの安定性を見るとア

ンカー程度では済まない可能性もあるのです。強制跳水みたいなものがもしできると、

特にゲートからあまり離れていないところに副ダムを設置すると副ダムはバッフルブ

ロックのようになりそこに作用する抗力が結構大きくなります。そうすると、そこの

部分は簡単な水理実験をやらないと、今の既設の資料では問題解決しない可能性の方

が高いのですよね。ですから、設置位置については、少しお時間があるでしょうから、
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簡単な実験はうちでもできますけど、その点は一回チェックし、中小洪水の時にも問

題が無い事を確認した上で、設置位置、間隔を決めた方がよろしいかと思います。た

ぶん、今の検討資料で決めるのは無理と言っても過言ではありません。 

事務局 

 ・それは、水クッション用としての位置の問題もありますけど。 

安田委員 

 ・水量の変化に対してゲートと副ダムとの相互関係の中でどのような流れが起きうるの

か、と言うのはちゃんと見た方が良いと言う意味です。 

奥委員 

 ・ダムでよく有りますよね、副ダムになっているの。あれはきちんと検討されてやって

いるのですけど。構造体も例えばバッフルピアを設けるだとか隔壁だけでなくて、そ

ういう物も検討する値はあるのではないかという気がしますけれど。 

安田委員 

・今、おっしゃっていた様なバッフルピアにおいても、どの位の流体力がかかるかによ

ってその下に固定する程度が変わるはずですよね。簡単なアンカーでは済まない事も

あるのです。流体のかかり方によっては。ですからそこの部分を位置関係も合わせて

見ないと、もしかすると厳しい事になるかな。そういう意味では、少し水理学検討を

した上で設置位置等を決めた方が良いと思います。 

岩井委員長 

 ・どちらにしても、今の副ダム水クッション用の所の部分については、普通期それから

代かき期の間の部分で必ずぶつかる時が出てくるとの事ですね。 

安田委員 

 ・今、この絵から見ると、ですね。 

岩井委員長 

 ・そうなると、せっかく水クッションを付けてあげて、魚に優しい形にしようとしても、

まともに魚が激突する可能性があると言う事ですね。 

安田委員 

 ・それから、後は治水の対策の問題ですね。ですから、ゲートの運用の仕方なのですけ

ども、例えば、すぐに上げてしまうのか、ある程度水位に応じて適度にゲートを上げ

るのか、そこの運用の仕方も合わせて確認した上で、その中で安全かどうかを見ない

といけない。たぶん一回水が溜まっていてゲートを一気に上げる様な事は、普通はし

ないと思います。 

奥委員 

 ・普通我々（河川管理者）は３０分３０cm ですか、あと、管理規定があるはずなので、

そのへんの運用をどうされているのかも含めて検討されてはどうかと思いますけど。

開け方が決まっていますよね。 
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安田委員 

 ・水理学的な判断で複雑なのは、下流側からの流れの影響と上流側からの流れの影響が

あるわけです。これらの影響から副ダムにどんな力がかかるのかは、ちゃんと見ない

と危ないです。ですから、下流側の方に副ダムを設置しますと、流体力は小さくなり

ますが、特に水叩きの上流側に設置すると流体力が大きくなり、結構リスクを背負う

ので、そこの部分を前も言ったかもしれませんが、水理実験みたいなものをやってチ

ェックしないと厳しいかもしれないですね。 

事務局 

 ・ちなみにですね、うちの方で再度見ながら水クッション用として必要だよと提案して

みたのですけど、前回までは実は迷入防止で止めていました。今の見てもらった様に

ゲートから副ダム迷入防止までの間というのは、水深で普通期であれば５cm 代かき期

で２６cm 位溜まるであろうと想定数値を入れているのですけど。 

安田委員 

 ・このへんですね、どうやって水理計算をされたかですよ。申し訳ないですけども。こ

のような水深にはならないですから普通は。ですから、どのように水理計算されてい

るのか、計算過程の検討してみないとわかりません。隙間が開いている所と開いてい

ない所との割合によって跳水の位置が違いますから。 

奥委員 

 ・前の写真を見た時に下流側に何か白い所があるのですが、これが本来の副ダムではな

いかなと思いますけど。違いますか。左側の写真ですけど。 

事務局 

 ・その写真は上流側です。 

岩井委員長 

 ・上流側の地山と摺りついた部分、たぶんそこだと思います。 

安田委員 

 ・良く見られる状態として、ゲートから落ちて射流の区間が一部できて、下流側の水位

がある程度あるので途中で跳水が形成されます。なので、副ダムによって多少水位を

上げると、跳水の位置がもう少し前に移動するはずです。そうすると、副ダムによっ

て堰上がった分、副ダムを越える流れが下向きになり河床に衝突する可能性がありま

す。ですから、副ダム下流側での落ち込みがひどいと、流量規模によっても違います

けど、吸い出しとか河床の保護に影響する可能性が無いかなと言うのが心配です。だ

から、そこは少し流況観察をして見ないと、今のこの段階で机上の中で良いとか悪い

とかは言いきれないと思います。少なくとも水叩き用の副ダムの位置は適当では無い

ですね。直接流れがぶつかる所ですから。 

事務局 

 ・安田先生とご相談させて進めたいと思います。 
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岩井委員長 

・この２番目の副ダム壁の変更の部分につきましては、皆さんからいろんな意見を頂き

ましたので、これらを参考にしながら再度検討して頂く事で進めていただきたいと思

います。 

 

⑤西徳富第４幹線頭首工の切欠き構造について 

⑥西徳富第４幹線頭首工魚道護床工と現況水位と計画河床との関係 

岩井委員長 

 ・続きまして、西徳富第４幹線頭首工隔壁の切欠き構造及び現況水位と計画河床との関

係の２項目を続けてお願いします。 

ルーラルエンジニア 

 ・西徳富第４幹線頭首工魚道の構造変更について説明させていただきます。昨年の第３

回の委員会意見では西徳富第４幹線頭首工の内のかんがい期非かんがい期兼用する魚

道については、魚道断面のセンターに切欠きを設けた台形断面魚道で提案をさせてい

ただいたのですけど。それ以降、このタイプですと真ん中の切欠きから落ちた水によ

って魚道プール内に水面動揺が発生して、魚類の遡上に好ましくないと言う指摘を先

生の方からいただきまして、断面の再検討を行いました。見ていただいている図面で

緑が当初の魚道断面で中央部に切欠きがあって、隔壁については流量の変動が大きい

という事で傾斜するタイプとしておりました。これを他の魚道断面と同じ様に切欠き

部を魚道の端部左岸側に移す計画に変更しました。図で見ていただいたのが断面でそ

れぞれ緑が従来の断面、変更が赤で示しています。隔壁間の落差とかは前回と変わっ

ておりませ。プール長についても変わっておりませんので、縦断図を見ていただいて

分かるとおり、隔壁が立っている場所については基本的には同じという事です。ただ

し、隔壁の天端の傾斜を取りましてレベルにしたものですから、隔壁の前面部につい

ては若干退いた形になっております。水面の変更はありません。この魚道はかんがい

期にはかんがい期魚道を通って流れて来た水が流れますし、非かんがい期については

土砂吐を通って来た河川水が流れる形になります。各期別の魚道内の水位ですけど、

普通期については一番低い切欠き程度、これでもって必要最小流量を流す断面として

おります。低水期より非かんがい期については概ね下の２段目の切欠き断面で流す事

で考えています。代かき期については実際１０日間位でありますけど、これについて

は２段目の切欠きを超えて３段目までいく事を想定しております。断面形状の変更に

ついては以上です。 

 ・２点目、少しページが戻りますけど、この平面図を見ていただくと、かんがい期非か

んがい期兼用魚道の下流が実際には土砂堆積がしておりまして、遡上の時の入口で。

この部分が確保されるのかという懸念がありましたので再度検討しました。 

  実際に上下流について、横断測量を行いました。今見ていただいているのが上流側の
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横断図、次のページが下流側の横断図になります。最後のページは魚道工下流に護床

工が付きます。計画線が緑で示しております、実際の河床地盤高を黒で示しておりま

す、赤の一点破線は昨年度調査した時点での水際の線になります。護床工下流側の陸

上部と言いますか水面から出る区間にすぐぶつかってしまいますので、今回の計画で

は、その下流について床下げをして魚道の遡上時の入口の確保、流況の安定を図る計

画としました。西徳富第４頭首工については、断面の変更と下流護床工以降の擦り付

けの検討を行いました。 

岩井委員長 

 ・今、説明のありました西徳富第４幹線の隔壁の切欠き構造及び魚道護床工と現況水位、

計画河床との関係、この２点について質問等があればお受けいたします。 

奥委員 

 ・赤で示された勾配ですけども、先ほど見た現場とは一致していますか。 

ルーラルエンジニア 

 ・河床勾配ですか。 

奥委員 

 ・側壁の法勾配です。 

ルーラルエンジニア 

 ・１割２分にしております。 

事務局 

 ・先ほど見ていただいた現場（魚道）は１割で、ここは１割２分で行っています。 

奥委員 

 ・何故違うのですか。 

事務局 

 ・流量が小さくて、寝せないと流れに良くないと言う話がありまして。実は前回説明し

た時に底幅を最低８０cm とりたいと説明しました。一時２割位まで寝せた方が良いの

ではと言う話がありまして、検討した結果２割にすると真ん中のセンターでそれだけ

の幅がとれない事と土砂溜めとしての断面が確保できない事で、今の幅の１割２分が

妥当ではないかという事で提案したしだいです。 

奥委員 

 ・先ほど見た現場（魚道）との違いは説明できますか。 

事務局 

 ・ここはオールシーズンの流れで、向こうはかんがい期間で違うので、多様な水、時期

的に水深も違う対応をしないといけない事で説明はしていけると考えています。 

 ・今回該当していませんけど、これの上の左に曲がっている所がありますけど、そこは

横に油圧ゲートの操作台があるので半断面しか台形としておりませんが、そこは１割

です。そこはかんがい期の流量で代かき期、普通期の対応なのでここは１割で、下流
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の魚道に合わせています。 

奥委員 

 ・１割２分ではないのですか。 

事務局 

 ・かんがい期の所は１割です。 

奥委員 

 ・かんがい期の所は１割ですか。 

事務局 

 ・かんがい期は１割です。土砂吐の所は１割２分です。 

奥委員 

 ・何で違う。 

安田委員 

・一つだけよろしいですか。１割勾配で越流した場合と１割２分勾配で越流した場合、

１割２分の方は側面からの回り込みの流れが結構良くなってくるのです。ただ、横の

勾配を寝かしすぎますと慣性力で遠回りに流れる。最近わかったのですけど、あまり

傾けすぎるのもよろしくないという事で、１割２分から１割５分位の間であれば、回

り込みの流れを緩やかにしながら流れを整える事ができます。ただ、それには魚道の

幅にも制約されますので、この場合には非かんがいとかんがい両方兼用するという事

で、魚道幅がある程度確保できているのでできるだけ勾配を緩やかにしましょうと。

ところが、かんがい用の場合にはどうしても幅が制約されてしまうので、１割勾配で

止めざるをえない事で１割と１割２分の勾配の違いが出てきてしまうという方が適切

な解釈だと思います。 

奥委員 

・わかりました。 

岩井委員長 

・他に何かご意見ありませんか。 

安田委員 

 ・もう一つよろしいですか。今の非かんがい期とかんがい期兼用の一番上流端の隔壁の

上流面の勾配ですがこれは。 

事務局 

・これは、前回この議論されたので。 

安田委員 

 ・排出されやすいと言う。 

事務局 

 ・そうです。前回先生の良いご意見のありました、水理実験をしながら決めましょうと

言う話の中の一部にはなっていたのですが。我々の不手際により先生にご相談できな
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いまま過ぎてしまったのですけど。これについては、再度チェックしないといけない

ところだと思うのです。 

安田先生 

 ・もしかすると流れが跳ぶ可能性があるので。そのへんは吟味して、傾きを考えた方が

良いと思います。 

 ・あともう一つ、１０ページの赤の一点破線は澪筋でしたか。 

ルーラルエンジニア 

 ・去年の８月時点の水際です。 

安田委員 

 ・水際ですよね。水は右岸側から左岸側の方に蛇行していると見ていいですね。 

ルーラルエンジニア 

 ・そうです。 

安田委員 

 ・そうすると、右岸側の部分が堆積しているわけですね。となると、現状の河川地形に

おいて右岸側が堆積しやすいと解釈してもよろしいわけですね。 

ルーラルエンジニア 

 ・そうです。 

安田委員 

 ・例えばこれを掘削した時に、その時にはプールが出来て魚が上がれる環境がたぶん出

来るでしょう。しかし、何度かの出水によってそこの部分が埋まる可能性があります。

もともとの河川地形がそうであった場合には、澪筋がそこに残らない可能性があるわ

けです。強制的にこちらが良いといっても河の前後の蛇行形状からいって、どうして

も堆積のしやすい環境になってしまい、やがて堆積しますから。そうすると、ある程

度右岸側に澪筋を残すのであれば、少し左岸側の工夫が必要ですね。つまり、澪筋が

右側に行くように。もっと極端な言い方をすると、障害物を左岸側に置く事なのどの

対策が必要です。結局、右側が掘れる様に仕向けないと自然の成り行きに任せますと

自然と右岸側が埋まります。そうすると、自然と魚道の下流側がしっかりとした小山

が出来てしまって、小山の脇を水が通る様な形になると思います。ですから、下流側

の手当は、もし河を掘っていじるのであれば、やはりそこに澪筋が行くように少し河

のコントロールをしないと難しいと思います。そこが河川管理者との協議になると思

うので、あまりいじくりすぎると怒られそうなので。そうすると、もう少し河川地形

を見定めて、どの位のちょっとした手の加え方で上手く出来るかを工夫しないと、河

川管理者と整合は取れないかもしれないですね。 

事務局 

 ・手持ち資料の１１ページに図面があります。これが現況の河際になっており、この頭

首工を越えた途端にしぼんだ状態になっているのが実態です。これが何年経ってこの
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様な状態になったのかはわかりませんけど。 

安田委員 

 ・魚道の延長上のまっすぐに護床工を作られていますけど、そこが堆積すると護床工の

作る意味が無いのです。堆積する箇所なので。そうすると、魚道からある程度曲げて、

本来の川筋に合わせる様に作った方が良いのかもしれません。 

事務局 

 ・河川を掘る部分になるのですけど、まっすぐに付けないで、河なりに護床工を変化さ

せる仕方も逆にどうなのかなと言う事を皆さんにお聞きしたかったのです。 

奥委員 

 ・左岸側には何故付けられないのですか。 

事務局 

 ・左岸側は崖になっていまして、ここに確か擁壁があるのです。 

奥委員 

 ・構造上付けられないと言う事ですか。 

事務局 

 ・そう言う事です。それで、こちら側に管理棟もあり改良区の方々も来るので、こちら

側にさせてもらったのが実態です。 

奥委員 

 ・これは、まだ水利協議が終わっていないですよね。 

事務局 

 ・ここは２、３年後の設置予定なので、協議はまだ行っていません。 

奥委員 

 ・河川法２６条に伴う掘削は、２６条だけで特別な条文は問わないのですけど、何も作

らないで掘削する時は河川法の２７条の申請となります。いずれにしても、札幌土現

段階で止まりますので、そんなに難しいものではないです。大々的に行うのであれば、

維持補修の範疇と言う事で法律的な物で関わらないで出来ると思います。 

安田委員 

 ・たぶん堀方の程度の問題とかがあるので、洪水時の時も合わせて形状を検討した方が

良いかもしれないです。 

事務局 

・魚道と護床工をまっすぐにしていますけど。例えば、魚道が終わってから護床工を現

況の水なりに曲げていく事を、河川の現状も含めながら行った方が良いと言う事です

ね。わかりました。 

奥委員 

 ・その時は、ここに設置しないといけない必然性を説明しないといけないですから。そ

れで左岸側はどうなのですかと言う見方になりますから。 
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事務局 

 ・この位置でなければいけない理由から説明しないと、反対側の方が有利なのではと言

う話になると困りますから。わかりました。護床工については、河川協議の中で議論

させてもらえればと思います。 

 ・切欠きについては、この様な形で全部の魚道と同じ形になるという事が一つと、最上

流端に付く隔壁の上流分の勾配については、水が跳ぶ可能性があるため再度先生とご

相談しながら最終決定したいと思います。 

奥委員 

 ・これに対して角落としは付けるのですか。 

事務局 

 ・ここには付けないです。 

奥委員 

 ・大丈夫ですか。 

事務局 

 ・区間的にも短い事と深さも無いので、角落としを付ける予定はないです。 

 ・頭首工の上徳富から始まりまして西徳富までにつきましては、一つ一つまだ課題がご

ざいますので、お持ち帰りもしくは物によっては構造を確認して安田先生及び河川管

理者と相談しながら形を決めるようにしたいと思います。 

 ・切欠きの構造だけは、ご了解されたという事で終わらせていただきます。 

安田委員 

 ・流量がどこまで増水しても魚が上るのかと言うところですね。例えば、いろんなステ

ージがあって代かき期もあわせて、その時に魚が上って来るのかと言う話があると思

うのです。あんまり増水している時はどちらかと言うと避難していますから。上ろう

とする気は無いですから。ある程度それが治まってから上って来ますので、通常時よ

りも幾分増水気味の時に活発に上がって来ますので、その時に上りやすい環境を担保

してあげる事が実は重要なのです。それなりの流量がまとまって来ている時に、それ

ども上れるようにする事は、それは逆に整えても魚が来ないのであまり意味が無い。

ですから、そこを考えると代かき期をあわせて低水期のＨが２７cm という所ですね。

始め１５cm 切下げて、次に１２cm ですね。という所の段差の確保の仕方をもう少し

考えた方が良いのかなと思います。流量の幅の問題として。あまり水量の多い時にも

上れる環境にしようとしても、上って来ないと意味が無いので。代かき期の一番ピー

クの時は濁っている場合がありますよね。ですから、エラに入るために彼等は魚道に

入って来ませんから。そういう時は逃げていますので。ある程度落ち着いた段階で彼

等は上がって来ますので。そうすると、ある程度水が濁っていない状態で水量がそれ

なりに多い時というのが、このステージで良いのかなと言う事を考えた方が良いと思

います。 
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奥委員 

 ・先ほどの上徳富第２幹線頭首工との正誤性を図る必要があるのでは。対象流量。要す

るに一連で造るわけですから、それぞれの場所によって考え方が違うのはおかしいの

で、統一した方が良いと思います。 

安田委員 

 ・今の上徳富第２幹線頭首工の方はかんがい期の時に使うのですよね。だから非かんが

い期用との兼用とは違う訳ですよね。越流水深の水量変動がかんがい期専用とは少し

違うのです。だから、そこの部分の違いで水量の設定の考え方が変わってきても仕方

がないのかなと思いますが。ただ、どの位共用するのかは良く考えないと理論武装に

ならないので、そこだけは要チェックだと思います。 

事務局 

 ・我々も当然検査を受けないといけないので、同じ考え方で整理をしないといけないと

思っております。 

岩井委員長 

 ・他に何か。 

 ・それでは、上徳富第２幹線、吉野、西徳富第４幹線の頭首工につきましては、今まで

議論していただいた内容で再度検討していただく部分が多いですが、よろしくお願い

します。 

 

⑦総富地川支流砂金沢川の魚道整備について 

岩井委員長 

 ・次に総富地川の支流砂金沢川の魚道整備について、冒頭に事務局の方から話がありま

したが、砂防えん堤の上に魚道らしき物があると言う事で、それはどういう事で設置

されたのか事務局の方で確認をしていただいておりますので、それについて報告をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局 

 ・皆さん手持ち資料にあります総富地川支流砂金沢川の魚道構造についての資料をご覧

下さい。２ページ目に砂金沢川の魚道（既設床固工の複断面化）についてという事で

書いている中味については、私の方で聞き取ったものを書いて、それを再度窓口とな

っております空知森づくりセンターの担当の方に内容を確認しておりますので間違い

は無いと思います。 

 ・説明させていただきます。この事業は砂金沢川を平成１５年から調査を行っている。

目的は平成１４年及び平成１８年度に「魚類の生息環境の改善」を目的に既設の治山

ダムを一部カットして無落差部を３箇所設け、平成１５年から土砂の移動による河道

の変化と魚類に与える影響という事で調査をしているようです。土砂移動による河道

変化については、副ダム化した事による既設ダムの機能維持の関係も調査を行ってい
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ますとの事です。それで、９箇所の内３箇所において落差を無くしているのですけど、

それは平成１４年と１８年に工事を行っているようです。調査については、魚類調査

は平成１５年から１８年、土砂移動及び河道変化等については平成１５年から継続的

に行っているとの事です。調査は中流域で川幅３～５ｍという事ですけど。資料の３

ページの位置図で我々の頭首工の位置と砂金沢川の調査の位置を入れていますけども、

図の中央より少し下位に砂金沢川と記載していますが、この付近で３箇所の床固の落

差を無くしている。今までの調査の結果ですけども、土砂移動に伴う河道変化調査に

ついては、既設ダムを一部カットして無落差部を設置した事による大きな支障・障害

は無いようです。ところが、Ｎｏ．４とＮｏ．５についてはダムの機能維持の点で検

証を行う必要があるという事で調査を続けるそうです。その他としまして、砂金沢川

は１０年前位から地元の小学生によるニジマスを放流されているとの事ですけど、実

はニジマスではない方が良いのかなと思います。あと、平成１８年にはサクラマスの

幼魚を２００匹位放流しているとの事で、かなり放流に取り組みを行っている川だと

いう事です。現在の状況として、生態系から、下流から上流までの連続性の確保とい

う観点からは、全ての治山ダムに対して魚道の整備が望ましいとなっておりますけど、

今の複断面化の施工している所だけなので、先ほど９箇所あると言いましたけども、

他の６箇所については魚道の計画は無いそうです。ただ、地域の要望等があれば今後

検討する必要がある事は考えているようでした。今回魚類の生息・移動調査のデータ

ーについては、もらいきれなかったので皆様の方で知りたいと言う事であれば、私の

方から森づくりセンターに行きまして情報をいただいて、あらためて皆様に情報提供

を図るようにしたいと思っています。４ページからの写真のとおり、真ん中に切欠き

を設けている。４から６ページで若干切欠きの法勾配が違っている。このような形で

魚の移動を含めて調査をしているとの事でした。これ以上手持ちの資料が無くて皆様

に情報提供出来るのはこれしか無いですけど、先ほど言いました様に魚類の移動はど

うなっているのだろうと言う事がわかれば、今後皆様に提供したいと思っています。

私からは以上でございます。 

岩井委員長 

 ・只今の砂金沢川の魚道整備について、質疑等があればお受けいたします。 

奥委員 

 ・ここは普通河川ですか。 

事務局 

 ・そうです。 

奥委員 

 ・そうしたら、町の条例で管理されているのですね。 

岩井委員長 

 ・そうです。 
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奥委員 

 ・わかりました。 

杉若委員 

 ・ここの調査は林業試験場とうち（道立水産孵化場）で入っています。 

事務局 

 ・そうなのですか。それでは情報は。 

杉若委員 

 ・ありますね。 

事務局 

 ・機会があれば教えて下さい。お願いします。 

杉若委員 

 ・はい。 

安田委員 

 ・よろしいですか。最近は治山えん堤の中でもスリット化と言う呼び名で穴をあけて連

続性を担保しましょうという試みが検討されようとして、今実際このような試験施工

という形でやられているのですが。例えば、４ページの写真をご覧になっていただき

たいのですが、えん堤より上の上流側の川の澪筋はどこにあると思います。左寄りの

方ですよね。今度は下流側を見ていただくと、水面の色が違いますよね。深みになっ

ている所はどこだと思います。左側ですよね。そうすると、川の蛇行から見ると反対

側が掘れてもいいような気がしませんか。つまり、掘り下げる事によって流れがそこ

で加速するのです。加速したものが急に広がると、左右どちらかに不安定なのでどち

らかに寄りたがるのです。ですから、必ずしも都合良い方向に掘られるとは限らない

のです。今ここの様に左側の方が深く掘れているというのは、狭まった所から流れが

左側に寄って深掘れを発生させているのです。実はこういう狭くした所から急に広が

った流れはうまく減勢を図らないと、もっと取り返しのつかない所もあるのです。特

に急流河川、下流側のバックがあまり上がってこない所、こういう所においては河床

の深掘りが著しく多いのですね。狭まった所の流れが速くなるので。実はこのスリッ

トにしての効果をあまり過大評価しますと、河床低下を招き逆に段差を更に引き起こ

す可能性があって、川の本来目指している連続性に辿り着かない場合があるのです。

それから、土砂生産が多い所、安定して少ない所があると思うのですが、土砂生産が、

これから起きそうな所はこういう状態でどうなるのかというと、えん堤のぎりぎりま

で土砂が満砂します。それで溝の所だけ急に落ち込みます。そうなると、水面差が滝

のようになって当分の間は落差の高い状態で川が流れます。今のようにある程度河床

がそれなりに低くなっている時は段差もそれ程大きくないので、一見こう見ると上り

やすくて良いよねと思うのですが。洪水時の時に土砂が来た場合に、その手前かたで

こけるようにして水が流れますので。そうすると、そこで流れが加速し、レキの大き
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さによっても違いますけど、空気と水が混じったような白く濁ったような流れが参り

ますと、魚とか他の物にとってはたまったものではなくて上がれなくなる。こういう

事態にもなりますので、スリット化をする時は注意しないとそう言うリスクを背負う

事は知っておいた方が良いかもしれなせん。 

悪七委員 

 ・私もこの放流に何回か行っていますので、この写真の状況から言うと、断面を切った

その段階の写真だと思います。このダムの下流の方の対応の仕方で今とは違うのです。

実際行ってみると。両側からコンクリートが入っていたり。写真が古いのかな。現状

とはだいぶ違う。切り取った段階とその後対応した段階と。切ったすぐのダムの下流

部分に蛇かごみたいな物を積んでいろんな細工をしている。そのへんで検討だとか、

研究だとか私にはわかりませんけれど、たぶん、そのような事でいろんなデーターを

取っているのではと思います。 

事務局 

 ・情報を公開できない物ではないので、魚の移動の分でまったくわからなくて、こんな

状況でこの様な事をやってますしか今日は報告できませんでした。その後魚はどうな

っているのか等の資料をもらいしだい皆さんに報告します。再度情報収集します。 

悪七委員 

 ・もう一点、今の説明の中で放流をニジマスでない方が良いと説明していましたが。 

事務局 

 ・ニジマスは外来種です。放流するのであればヤマベ等が良い。こちらに水産孵化場の

部長がおられますので、聞いたらわかりますけど。ニジマスでない方が良いですよね。 

杉若委員 

 ・そうですね。ニジマスの扱いはまだ決まっていないのですけど。そういうリスク、管

理の部分で考えていくと、できればニジマスは放流しないで下さいと言うのが私ども

の考えです。 

岩井委員長 

 ・たぶんニジマスその物が遠くまで移動しない性質を持っているようですから。そうい

うものを含めながらだと思うのです。やはり皆さん言われる様に、外来種だと言うこ

とで、それよりも在来種でそこにあった魚の方がよろしいのではないでしょうかと言

う事だと思うのです。 

事務局 

・もし放流するチャンスがあればニジマスでなく、変えた方が地域としては向いた魚で

はないという事です。 

悪七委員 

 ・観光協会の関係もあるものですから。そのあたりを情報として早くつかんでいれば、

もし２２年度に放流があるとすれば、そう言うところから対策をしなければ。 
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鈴木委員 

 ・ヤマベでなかったの。 

事務局 

 ・ヤマベは１８年度に放流しているそうです。 

鈴木委員 

 ・ヤマベと聞いた感じしていたから。 

岩井委員長 

 ・ただ、ずうっと放流しているのはニジマスらしいのですね。 

鈴木委員 

 ・そうですか。 

安田委員 

 ・専門外ですけど。やはり在来種を駆逐するような環境はまずいですよね。ニジマスも

その可能性がありますよね。なるべくそこにいる固有種を守るという視点で放すのは、

それなりの物を選んだ方が良いのかなと感じがします。 

杉若委員 

 ・話がずれますけど。ヤマベの放流にしても本州等の民間の養魚場から購入して放流す

ると、北海道の在来の魚の遺伝的なものに影響を与えるという問題も出てくる。だか

らヤマベだから良いのだと言う話には、なかなかならない部分もあります。 

奥委員 

 ・私もその話しを聞いた事があるのですけど。いわゆる望ましいのは、この川で取れた

魚の子供を放すのが一番良くて、よそから持ってくると生態系が変わるみたいです。 

安田委員 

 ・あと、陸風化したのも、海と川を行き来するもの。これは、どちらも成り変われる。

陸風化しても海遊魚になれるので、いわゆるヤマベがサクラマスに変わることはあり

得ることなのでチャンスは幾らでもあるのです。ただ、本来のそこに生息しているＤ

ＮＡを上手く尊重してあげないと厳しい環境になる。と言う話は私も聞いた事があり

ます。 

岩井委員長 

 ・それでは、このへんで３番目の各頭首工の構造変更及び総富地川支流砂金沢川の魚道

の関係については閉じさせてもらいます。 

 

⑦水産孵化場との共同魚類（カワヤツメ）調査報告 

岩井委員長 

 ・次に４番目の水産孵化場との共同魚類調査報告という事で杉若委員さんから報告をい

ただきたいと思います。よろしくお願いします。 

杉若委員 
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 ・皆さんお疲れだと思いますので、簡単に説明いたします。 

・題名にあるとおり、魚道の効果を検討するための調査という事で昨年私ども孵化場と

空知支庁の整備課それと北部耕地出張所に関して魚類調査を行っております。効果を

把握するための調査と申しましたけど、よく民間のコンサルさんでもやられておりま

す。ただ、砂防ダムなり治山ダムなりに魚道を付ける前と後でどういうふうに変わる

か、魚の種類がどういうふうに変わったかで効果を判定していくのは非常に多いです

ね。どういう魚道を付けたかによって魚の遡上量がどうなったのか、魚道の機能的な

部分を評価していくには、魚量的な部分の魚の評価が必要であるという事で、これを

主観に昨年は調査を行っております。あと、基本的に上徳富頭首工の魚道の効果を判

定する魚種としてカワヤツメを特出しして調査を行っております。１ページ目の図に

調査地点があります。一番下は総富地川合流部の上流それと上徳富頭首工のすぐ下そ

れから頭首工の上流に３点程調査地点を設定して、投網と電気ショッカーで一定面積

を調査して、尾数、魚種をカウントしていく手法であります。７月については魚類相

の調査という事で調査をしていますし、１０月については先ほど申し上げたカワヤツ

メの幼生の調査を頭首工の下で行っております。２ページ目に移ります。この写真で

はなかなかわからないのですけど、頭首工の上流と下流でかなり河川環境が特に河床

材料が違っておりました。上流側はかなり上までレキ（砂レキ）が多かったのですけ

ども、下になるとレキも大型化して河床低下がおきている現状となっております。３

ページ目の表１に各調査地点で採捕された魚の種類が載っておりますけど、調査地点

以外ですけど、頭首工の下では７月の時にはサクラマス（ヤマベ）も確認されており

ますし、１０月の調査時点ではサケの新魚も頭首工の近くまで上がって来ているのを

確認しております。魚種の説明はいたしませんが、表１の下から４番目のカワヤツメ

は頭首工の上流にはいない。スナヤツメは上にもいるのですけど。いわゆるヤツメウ

ナギと言われているカワヤツメは頭首工で遡上が遮断されている状況にありました。

４ページをご覧下さい。この図２というのが投網で単位面積１回打つと上手い人は毎

回同じ位の大きさに開くのですけど、４㎡から５㎡位の面積になります。この投網の

単位面積当たりの平均採捕尾数を示しています。全魚種です。グラフの上に線が出て

いるのが標準偏差、偏りです。この図を見ていただくと、頭首工の下流域に非常に魚

の尾数が沢山いるという事がわかります。これはよく見られる事ですけども、河川工

作物の下はいろいろな環境が逆に多くあるという事で魚が多く生息している状況がよ

く見られます。図３はウグイの投網の単位面積当たりの採捕尾数で頭首工の直下が一

番多く、上にはあまりいなかったという事です。これは、ウグイは動きの大きい魚な

ので頭首工によって遡上あるいは降下が妨げられている。図４は底生成のフクドジョ

ウの投網による単位面積当たりの採捕尾数です。逆に頭首工の下よりは上流側に多か

った。フクドジョウは移動しないですから、先ほど申し上げたとおり頭首工の下流は

レキが非常に大きくなっていてフクドジョウの生息に適していない状況になっていま
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す。逆に上の方は頭首工等で土砂が止められていますので、砂レキが多くなっていて

逆にフクドジョウの生息に適した形になっています。６ページの図５投網と書いてあ

りますが、電気ショッカーの単位面積当たりの採捕魚類尾数に直して下さい。ショッ

カーも投網同様に頭首工の下流直下で一番魚が多いという結果が得られております。

ショッカーは魚の採捕に威力を発揮する漁なので、いろいろな種類が捕られておりま

す。この内のジュズカケハゲ、タイリクバラタナゴ、モツゴというのは頭首工の上で

は見つかっておりません。タイリクバナタナゴと言うのは外来種ですけど。頭首工で

移動が妨げられております。１０月にカワヤツメの幼生の調査を行いました。頭首工

より上には今は生息しておりませんので、頭首工の下流の岸辺にカワヤツメの幼生が

ドロの中で生息をしております。その生息状況を１０月に調査をしております。７ペ

ージの図に調査の場所を示しています。かなり頭首工の下流は総富地川の合流点の下

位まで国道の近くまで調査を行っております。結論から言いますと、１０月の調査で

採捕できた幼生はこの区間ではわずか２匹しかいなかった。ちなみに、７ページの地

図の黄色い丸が２箇所ございます。上流側は総富地川との合流点の上で７月の調査地

点ですけど、その下国道の方に近い、ここでは１５尾幼生が採捕されております。で

すから、いる所にはいるのですけど幼生の生息は少ない。それと、頭首工から７５０

ｍの下流の区間には生息しておりませんでした。何故かと言うと、ヤツメの産卵はす

り鉢状の産卵床を掘ってそこに産卵をします。そこで孵化した幼生は川の流れで下流

に分散して行きます。川岸のドロの中で潜りこんで３年なり４年なりを過ごすのです

が、先ほど言いました様に頭首工の下流はレキでありカワヤツメの産卵ができる環境

ではありません。この調査地点、総富地川の上流から頭首工の間ではカワヤツメは産

卵していない。見つかっているカワヤツメの幼生は総富地川あたりから泳いで来たも

のだと考えています。来年、再来年と今年にできる魚道の効果を判定する手法で、量

的評価の部分で、例えばウグイとかフクドジョウとか、そういう魚種の調査も行いま

すので、カワヤツメの進路、産卵床の分布が上に広がるか、あるいは幼生が上流で見

つかるだとかを資料として、魚道の効果を検証していきたいと考えています。簡単で

すけど以上です。 

岩井委員長 

・ありがとうございました。先ほどの杉若委員の説明について質疑等があれば、お受け

したいと思います。 

安田委員  

・よろしいですか。今の話の中で上徳富頭首工のすぐ下流側では、生息環境が厳しい状

況があると。特にカワヤツメに対しては殆ど無いと。例えば魚道を造りましたと言っ

た時に果たしてカワヤツメは殆ど生息出来ない環境を通り過ぎて、上に来る事が可能

なのか。つまり、その間で嫌がって下流に下りてしまうと、結局、魚道の効果という

よりも、そちらの環境が悪くて逃げたという場合もありうるだろうなと。魚の場合に
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はもっと上に上がろうとする気持ちがあるので、上に上がって来て魚類の生息分布が

上がったので良かったねと言う話が関連付くと思うのですが。ウナギの生息環境が途

中区間で悪い所があって、それを今までは続いていたものが、果たしてこれからの話

として急にカワヤツメが増える可能性があるのだろうか。と言うところはどうなのか

なと。私自身最後に申し上げようと思ったのですが、魚道だけ良くしても川はダメな

のです。やはり、魚道は通り道の手段ですので、手段で良くなると言う事は、それは

行き来するための阻害を解消するだけの物なのです。本当に良くするのは、川を良く

する事しかないのですね。ですから、そういう意味で生息環境が今、徳富川で厳しい

環境になっている中で、どうやって生息環境を豊かにするかと言うと、大きな意味で

の課題は川の環境作りかなと思っています。 

奥委員 

 ・それに関してなのですけど。今上流の方で徳富ダムというのが建設されておりまして、

流水の正常な機能と位置付けまして、その中で川の生息環境で何 m3 程度だとか、そう

いういろんな検討をしまして、いわいる、不特定維持用水と言っているのですけど。

それは、今よりも環境が良くなるように水を補給すると、水を補給すれば良いのかは

別にして。そういう計画にはなっています。 

安田委員 

・そこでですね。私は天塩川の専門家会議の委員の一人でもあるので、ダムに関しては

色々と関心を持たされてやっていますけど。弾力的運用と言うのですかね、ある程度

意識的に洪水を起こしてやると、生息環境が改善するという事もあるのです。ダムが

出来ると完全に流量が安定しすぎてしまって、例えば本州であるのですけど、川底が

堅くなったりしています。やはり今までは洪水が来てフラッシュして生息環境がもう

一回リフレッシュできたのが、その洪水の制御があまりにも進みすぎてなかなかフラ

ッシュできない。例えばドロが被りっぱなしとかですね。そういういろんなダムが出

来た事による不具合というものが今まではあって、それは弾力的運用がなかなか出来

ていない事があります。徳富ダムというのは、その弾力的運用というものを選択肢の

一つとしてあるのでしょうか。 

奥委員 

 ・そう言う意味ではダムの確率規模と言うのがございまして、徳富ダムの場合は計画し

た確率流量は５０年に１回の流量を対象としておりまして、その他の中小洪水につい

ては多少タイムラグがあるのかもしれませんけど、下流流出で流れて行くというよう

な意味では大きな環境の変化は無いのではと考えています。 

安田委員 

 ・わかりました。 

岩井委員長 

 ・杉若先生、先ほど安田先生からありましたヤツメの生息環境について、第２幹線頭首
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工の下流７５０ｍ程度は発見されなかったと。今後魚道を整備するにあたって、上流

側には事前調査した中では生息できるであろうという所は確認されていますから、そ

の時にそこまで上って行ってくれるのでしょうか。 

杉若委員 

 ・基本的にはカワヤツメは河川の中流域から上流域で産卵します。ですから、今も上ろ

うとしているはずなのです。その悪い区間を過ぎて更に上って行って最終的に頭首工

があるので、そこであきらめて下りていくというパターンだと思うのです。ただ、魚

道が出来て上るのでしょうけれども、個体数が今非常に少ないと思うのです。それが、

数尾の親が上って産卵して効果を図るのは、なかなかしばらくは出来ないと思います。 

岩井委員長 

 ・長い目で見ると。１km 程度２km 程度あろうが、上がれる条件が整えられてあれば上

がる本能があると言う事ですね。 

杉若委員 

 ・資源的なもの、例えば、徳富川全体のカワヤツメの資源を増やすのであれば、稚魚を

下で捕まえて上で放流すれば済む話なのですけど。それだと、魚道の効果が判定され

ない部分があるので、私は様子を見ていたいなと思います。環境的にはそんなに悪く

はないです。 

奥委員 

 ・カワヤツメって海にもいますか。 

杉若委員 

 ・海にもいます。 

奥委員 

 ・その生態がよくわかっていないとか。 

杉若委員 

 ・海に何年いるのかがわからないのです。川には３年か４年。 

岩井委員長 

 ・今、杉若委員が言われたように、上る努力はしているのだから上れる条件さえ整えて

あげれば大丈夫だと、その上にはそれなりの床や良い場所があるので。ただ、今年で

きたから、来年再来年に「すごい」と言う事にはならない。即効性のものではなく長

い目で見て下さいと言う事ですね。 

安田委員 

 ・魚道の効果を考える時は、短期的な事で評価をするのではなくて、やはり３年ないし

５年位のスパンでくくって見るのが大切かなと思うのです。あとは、計画した段階で

こういうふうな環境に変わりますよと魚道計画の段階でお考えになっているものに、

検証する意味があるのです。ようするに、本当にそうなっているかどうかの。今まで

はどうしても魚がどれだけ上ったのだとかと言う事を中心に議論が先行するのですが、
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特に本州に多いのですが、分母をわからずに分子だけで争っている事があるのですね。

今年は千尾しか上っていないから、今年は一万尾上ったからと言っても分母の方が何

百万尾いれば話にならないのです。ですから、分母がわからない状態での分子の評価

というのは、それなりの資源が多くなったという事に対しての評価であって、それで

本当に魚の行き来が良くなったのかというのは別なのです。次元としては。あとは、

彼等がどうやって上って行くかというところを、相当苦労してでないと上れない環境

なのか、順調に上っていく環境なのか、と言うのも確認というか評価の意味では大切

なところです。やはり構造を選ぶにしても、どういうふうに彼等が上って行くかとい

う事をあらかじめ予測して構造を提案して造っていただいていますから、そのチェッ

クをすることが大切です。ようするに、言っている事と違った事があるとマイナス効

果が増えていって、マイナスが増えれば増える程、評価が下がっていく。逆にマイナ

スが無いほど評価としては高いという事が、本来の魚道の評価なのかなと気がします。 

森下委員 

 ・今、魚道を作った事が良いきっかけになって次世代を担う子供たちに、せっかく魚道

が出来たのだと、今度は魚が上がる可能性があるけど汚い川では魚が住みづらいと、

それじゃ見直してみんなでどうしないといけないかを考えて、長い将来にわたってや

っぱりヤツメが戻って来たと。そう言う良い河川計画が一つの突破口になれば良いと

思います。 

 ・先ほど安田先生がおっしゃっていた、検証をこれから大事にしていただければと思い

ます。 

 

⑨意見交換会 

岩井委員長 

 ・次に意見交換という事で、全体的なものも含めながら何か皆さんから意見があればい

ただきたいと思いますが。 

安田委員 

・先ほどの現地視察で見た所で一番気になるのは、魚道と河川との接続環境なのです。

当初設計の段階では、河川水位がここまで上がりますよと考えた事が、実際にはそこ

まで水位が上がってこなかった、段差があったという事では、魚道の中の構造が良く

ても上下流端の環境が悪ければ、やはりそれは魚道としては機能しないのです。まだ

施工中なので水位がどこまで回復するかわからないですけど。とにかく現状の中でど

ういう不具合があるのかを良く注視して、適切な対応を取る必要があるだろうなと、

現地を見て率直に感じた事です。 

 ・余水吐それから導流壁、管理用の梯子の位置という物も、気にはなりましたけれども。

今この段階で「こうしなさい」「こうでないとダメ」と言う話ではなくて、まず様子を

見て本来の機能が失われる様であれば、そこは見直すべきだと思います。ですから、
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まずは先ほども言いましたように計画した段階で期待している事が、本当にかなって

いるかどうかを見極めるという事が今年の課題かなと思います。それで来年度にまた

がって土砂吐側の方の魚道整備を成される予定でしょうから、その時に課題になって

いる所をしっかりと解消出来る対策を具体に提案して実施していただきたいというの

が私自身の意見です。 

事務局 

 ・図面どおりにとりあえず作っている状況です。本当に想定している様な状況で上手く

水が流れてくれるのかという事も実際あると思います。我々の想定している代かき期

がこれ位で普通期がこうだと、本当にそれが確保して流れるのかという事があります

ので、状況を見ながら相談をしながらですね、逆にこの様になったのでこの様な改善

が必要もしくはしますという事ができる様なぐらい気を配っていきたいなと思ってい

ます。 

 ・先ほど検証の話をされましたけど。実は検証という言い方ではないのですけど、農業

の公共事業で魚道整備をした物に対して、点検を毎年行う事となっております。そう

言う意味では、作るばかりではなくてそれのチェックを含めながら一緒に検証が出来

るのかなと思っていますので。先ほどの検証については、やらないといけない事だと

思っております。長い意味で対応していきたいと思っています。 

安田委員 

 ・もう一つですが。今までもいろんな河川の中で魚道の整備をお手伝いさせてもらって、

提案した以上は責任がありますので。我々がやっているのは常にチェックはしている

のです。物理環境だとか遡上調査だとか。ですから、ここにおいても提案させていた

だきたいと思います。機会があれば、その様子だとかを報告させていただければ、あ

りがたいなと思っております。 

奥委員 

・そういう意味では、ビデオを固定しまして実際に魚が上っている映像を見せてもらっ

た事があるのです。そういう付属機器を使ってやるのも有効かなと思います。予算が

許せればの話ですけども。そういう方法もあるみたいですね。 

事務局 

・調査を実際行っている現場を見に行かせてもらいましたけど、遡上時期に撮らないと

ただ流れている絵にしかならないので、時期的に上る魚をチェックしながらでもやる

ようにしたいが。 

奥委員 

 ・ビデオにするとより説得力があるので。 

安田委員 

・サクラマスにしてもシロサケにしてもカラフトマスにしても、人が近くにいると気に

して来ないのです。なので、辛抱強く遠くから静観していかないと、なかなか良い映
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像が撮れないのです。実は知床でも同じ事をやっていまして、何本か撮らしていただ

いていますけど、やはり、そこには慎重を気さないと。例えばプールで淀みがありま

すよね、そこから見えてしまうのです、人が。ですから例えば泡立っているその泡が

切れている所に隠れているのです。例えばそういう物に気にしない環境であれば、水

面に沿ってすぐ上に上がるのです。人がいたりいろんな気配を感じるから、プールの

中にわざわざ潜るのです。わざわざプールの中に潜ると彼等にとっては次のステップ

を踏むために遽しくなるので、できれば通り道ですから速やかに上がりたいのでが、

どうしても人の気配等を感じると見てしまう。 

奥委員 

 ・先ほどのビデオは定点で人間がいないで、固定して撮っているのです。 

事務局 

 ・そういう動画を見られるような状況であることを期待して我々努力します。 

岩井委員長 

 ・その他には無いでしょうか。 

悪七委員 

 ・頭首工が出来てこれから河床が上がる事は考えられない。先ほど言われた流出を外の

方から見たのですけど、はたしてどうなのかな、今ポンプアップしているから流出が

高くなっているけど、たぶんあそこの土のうを取った時には上がれるであろう。それ

からもう一つ今日新たに感じた事は、対岸の方ですね、ブロックを張ってあったので

すけど、それが流れ落ちて新たな地層が青粘土でないし砂岩ですかね、そういった部

分が大分見えていますよね。そういう事を考えると、今度新たに設置される魚道と今

作った魚道との流量のバランスがどの様に変化するのかなというように見て来たとこ

ろです。 

安田委員 

・今まで河川横断構造物の特に後ろの所に対する護床工というのが、あまり減勢機能を

十分果たさない状態でいる場合が多いのです。例えば水が落ちていった時には直接水

が河底を叩かないようにコンクリートで保護する事はやられています。ところが、普

通よくやるのは早い流れに対しては跳水と言う現象を使って流れの勢いを弱めてから

下流へつなげるのですが、その跳水と言う現象も実は一回落ちてから潜り込んで跳水

が起きますと、早い流れが底を沿うのです。ところが、通常一般的な跳水の考え方と

いうのは、その流れがその中で勢い弱まって水面の方に向かって早い流れが上に上が

るという考え方を持っているものですから。ブロックを置いて護床を固めればその区

間は安全であると解釈されています。ところが、今みたいな流れの性格の違う現象が

起きてしまうとブロックを流してしまいます。そうすると、まだまだ今、日本全体の

中でこれだけ河川整備が進んでいても、そういう局部的な流れの解明についてはもの

すごく時代遅れなのです。本当に申し訳ないですけども時代遅れなのです。これは日
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本の学者が悪いところもあるのです。と言うのは、流れの勢いを弱めるのは、ダムの

減勢池しかないと言う発想がすごく強くて、ダムはもうそんなに作らないよと言うと、

ダムの減勢池の実験をほとんどやめてしまっているのです。そうすると、跳水に関す

る実験というものは、あまり必要ないだろうという様な誤認識を持って日本全国の中

でそういう研究をやられていないのです。逆にそれで進んだのが数値解析の方なので

す。やはり学内というのは模型実験をするほど実験施設を豊かに持っているかと言う

とそうでもなくて、ものすごく金食い虫でもあるのです。維持管理もしないといけな

いので。うちも毎年２から３００万位掛かっているのです。維持管理するのに。そう

する物を平気で普通の大学がやって出来るかというとなかなか難しいのです。そう言

う中で、模型実験をして研究を進めて新たな事をやらないといけないのですが、その

日本の中で本来必要となるもの、これだけ河川横断物が沢山あって、その下流側の手

立てに対してはどちらかと言うと、壊れたらもう一回戻せばいいよと、その発想があ

まりにも続いてしまって、結局はそれを壊れないようにするにはどうしたら良いかと

いう考え方になかなか行かないのです。ここにやはり大きなジレンマがあるのです。

今求めている物というのは、河川環境の生態系保全というと、ある程度河川横断構造

物の中で安定性を求めないといけない事なのです。そうやって常に壊れていく物に対

しては保全という話とまったく相反する話なのです。だからせっかく魚道を付けても

河床低下を起こして不具合が起きたりするだとか、いろんな問題が起きているのはそ

こにあるのです。ですから、そこをこれから本当に解決の糸口を見いだして少しずつ

前へ進んで行かないと良くない話なので。やはり減勢機能というものをただ単純にダ

ムだけでなくて、堰でもちょっとした落差に対しても減勢機能をどうやって持たせれ

ば良いかという事は極めて重要な話なのです。魚道は局部的な複雑の流れの集合体で

すから、魚道の中をどういうふうに形状を変えると、どんな流れが起きるかというと

ころの趣向がなかなか思うように前に進んでいないのです。それは海外もそうなので

すけど。生物学と水産学の方が主体となって魚道のアドバイスをしているのです。も

ともとのベースは魚ですから。魚の生態行動がわからなければ、人工構造物を造って

も無理でしょと言う話になると、どうしても生き物屋さんに生態行動のノウハウを知

りたがっているのです。ところが、その中の物理環境というのがどうしても工学分野

が入らないとダメなのです。そこの部分の工学分野の人間が積極的に精力的に進めて

いないところなのです。これは世界中どこでもそうなのです。だから土砂がいっぱい

入るとすぐに魚道が埋まってしまうだとか、魚が上りたいという時に魚道では洪水が

起きていただとか、いろんな事が起きているのはその典型的な例です。 

奥委員 

・それに関して言えば、我々河川管理者でいろいろなダムを作っているのですけども。

日本は法治国家でありますので、河川法上は河川管理施設の構造令があります。それ

に則って確立的に作っているのですけど、それは先生がおっしゃる様に河、河で状態
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が違うので、そこはその河を知りながら作っていくという事が大切かなと思います。 

安田委員 

・河川構造令にしても砂防設計基準案にしてもその内容を見ると結局従来の文献を踏襲

しているだけにすぎなくて、なかなか新たな検討をそこに積極的に取り入れるという

姿が見られないのです。 

奥委員 

 ・経験工学といいますか。 

安田委員 

・すごく古い文献をそこに取り入れているのです。１９６０年代の文献を１９９０年代

に引用し、それまでの長い年月が経過している間はどうしているのだと言うぐらい、

本当に「今までの知見はなんだったの」って疑うぐらいに、なかなか研究の進歩が出

てこないのです。これは我々学者であったり学会であったり研究組織を担う機関が、

本来のそういうところに注目して実際のものに問題解決の糸口がわかるような研究を

進めるべきです。なかなか研究のための研究をやっている事が多いのです。我々工学

分野の人間は工学的に役立つ研究をやらなければ研究の価値が半減しますので。そこ

はアメリカの土木学会などは経験工学として造った物を実際に測定して、それを実デ

ーターとして残して次のステップアップをしているのです。日本はそれをほとんどや

っていないのです。そこが日本とアメリカの大きな違いです。ですから、従来、色々

な構造物を造っている一方で、それらに対してどんな不具合、どんな特徴があるとい

う事のデーター吸収を精力的にやっていない事が次のステップアップにつながってい

ないところなのです。やっぱり模型というのはスケールが小さいですからそれには限

界があります。原型との違いがあります。原型との違いがなんなのかという事を的確

に把握しないと、勝手な解釈で勝手な事だけを理路整然と並べても実際の問題解決に

はならないのです。そこがものすごく日本の中では早急に考え直さないといけない時

代なのです。本来でいう産官学連携というものを形でなくて実質的なところで考えな

いと、日本のような資源の無い国にとっては本当に厳しい環境にこれからなってくる

ような気がします。 

奥委員 

・そういう意味でいけば、構造令の案なのですけど出来たのがまだ昭和５２年という事

で土木の歴史学的には非常にまだ新しいと言うか、そういう物がまだまだ改善の余地

がある事は私も思います。 

安田委員 

・あまり課題ばかり言って沈んだ雰囲気にするよりも、これからより良くすれば良いの

で。是非お互いの協力でやっていきたいと思います。 

岩井委員長 

 ・意見交換につきましては、この程度で終わらせていただきます。 
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⑩平成２２年度事業予定内容説明 

岩井委員長 

・次に６番目でございますが、平成２２年度事業予定の内容について事務局の方から説

明をいただきたいと思います。お願いします。 

事務局 

 ・北部耕地の安村といいます。今日はお昼から現地確認、検討会を長時間ありがとうご

ざいます。 

・それでは、私の方から簡単ではありますが、平成２２年度施工予定内容として資料が

最後についていると思いますけど、これで説明させていただきます。１ページを開い

ていただきますと図面があります。これは今日現地確認に行った上徳富頭首工ですけ

ど、緑で塗ってある所が今年やっております今日見ていただいた魚道でございます。

来年２２年度はその図の下側の赤く塗ってある非かんがい期魚道、頭首工で言えば土

砂吐ゲート側の施工を行う予定をしております。時期的なものを申しますと９月下旬

の発注を考えていて、実施工は渇水期の１１月から３月中旬頃という形で考えていま

す。ここの施工をするに当たりまして次のページに、側面図、断面図があります。こ

の形で施工をしたいと考えています。最後に仮設関係ですけど資材、生コン、重機等

の現場までの運搬を最後の平面図に塗ってあるルートの道路を利用して施工をしたい

と考えています。簡単ではありますが以上で私の説明を終わらせていただきます。 

岩井委員長 

・ありがとうございます。只今の平成２２年度の工事の内容でございますが、これにつ

いてご意見があれば伺いたいと思います。 

安田委員 

 ・この資料の３枚目の側面図という所ですね。特に下流側の河川と魚道との接続環境。

ここを同じ様な課題を残したくないので、出来る限り下流端を少し深く掘ってもいい

からとにかく段差が付かない対策をしてほしいなと思います。一番下流端の所が最低

限堀込みというか堰上げしたりしていますよね。これをもう少し下げて水深が確保出

来るような環境にしてあげると。だから現河床よりも下げてという事ですね。一番よ

くあるのは、最後に突起物のように上げている所ですね。これってそんなに大きな効

果がないのです。たぶん構造上は今までの習慣でそれを最終的には付けるというよう

になされていると思うのですが、その所については現河床より低い所で終わってしま

うと、どんどん掘られるという心配があるので、それは守る必要があると思うのです

が、現河床より上げる必要はないです。現河床より上がるような構造であれば、それ

は見直してもらいたい。 

事務局 

・よろしいですか。最後の所は今レベルになっているのです。そこを逆に現況の河床よ
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り若干高いとなれば、勾配を付けてプラス何十 cm 下げるような形で勾配を付けるのが

良いという話でよろしいですか。 

安田先生 

・そうですね。逆勾配で結構です。 

 ・我々一番心配なのは、ここの図面上に書かれている水位なのです。この図面上の水位

が本当の水位なのですかというところです。いつも気になるのはそこなのです。 

奥委員 

 ・測量した時の水理ですよね。 

安田委員 

 ・そうなのです。当然河道をいじりますから。そうすると、もう一回現況復帰をすると

急流河川の場合にはいちいち水位が変わりますので、そこは慎重に考えないといけな

いところだと思います。 

奥委員 

 ・災害とかをやる時に前後の最新河床を見ながら、それ以上に根入れを入れるのが今の

護岸のやり方なので、そのへんの事を検討された方が良いかなと思います。 

安田委員 

 ・そうですね。下流側の対策は是非よろしくお願いします。 

岩井委員 

 ・他にございませんか。 

安田委員 

 ・管理用道路ですが、出来た後どこからも降りられない。工事をやっている時は工事用

道路があるのですけど、全部撤収するとどこから降りるのだろうと。例えば定期的に

チェックをする管理するというのも必要な事がありますので、どこからも行けないと

いうのが一番怖いのです。北海道内結構そういう所が多いのです。管理用を考えてい

ない施設を。そうすると、人が冒険しないと降りられないようですと危険性もありま

すので、そこの部分は管理用の通路というか施設を考えていただいた方が良いかなと

思います。 

事務局 

 ・施工する左岸側にはゲートの操作室があります。土地改良区の方で維持管理で通行し

ている道路があります。 

安田委員 

 ・右岸からは下流側へ行ってから上らないとダメですよね。どうにもならないのですか。

少しショートカットできないですかね。 

事務局 

・操作室の裏手が崖のようになっております。 

安田委員 
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 ・梯子でも何でも良いのですが。普通の人は入れないようにして、いざと言う時にそこ

から降りられるようにするだとか。そういう工夫は出来ないものですか。ごめんなさ

い勝手な事を言いまして。 

岩井委員長 

 ・先生が言われたのは、今の話は左岸付きの部分ですね。 

安田委員 

 ・そうですね。 

岩井委員長 

 ・右岸付きの方については。 

安田委員 

 ・右岸の方はタラップがあり、例えばグレーチングでゲートを下げる所で橋渡しが出来

るようにしているので、ある程度環境はあると思うのです。ところが、左岸側を行う

時に、もしそういう所がまったく無いとすればまずいので。確かに今現況では相当下

流側まで下りて行けばあると言えばそのとおりですけど。 

事務局 

 ・今言われているのは、魚道に行くまでの道と出来た魚道本体への管理のための降りる

施設の２つですね。 

安田先生 

・そうです。 

事務局 

 ・道は遠回りするかショートカットになるかと言う話と護岸にタラップ等を付けて降り

られる様にする事ですね。 

奥委員 

 ・上のゲートの保守点検だとかは。 

事務局 

・確かここに人が降りられるような物があったはずです。この平面図で言うと余水吐と

斜線を入れている所に、水が流れていない時に降りられるように現況はなっています。

もし最悪例えば、何かあればゲートがありますのでゲートで止めて、転倒ゲート側は

倒れていますのでそちら側に水を流す方法しか無いのかなと。そうやって管理をして

もらうか、現況にフェンスがありますけど、そこの擁壁の所にアンカーで打ち込んで

タラップ等を付けるかだとかになると思います。 

安田委員 

・そうですね。ありがとうございます。 

岩井委員 

 ・他にどうでしょうか。 

 ・無いようでございますので、以上で１）番から６）番の内容については終わらせてい
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ただきます。 

 

⑪その他 

岩井委員長 

 ・４番目のその他でございますが、その他について事務局からあればお願いします。 

事務局 

・特段用意はしていませんけど。 

・今日は前回の５つ程の報告しなさいという事で示したのですが、我々の示し方不足と

もう少ししっかり考えれと言う部分があったと思いますので、それにつきましては再

度事務局でもう一回まとめて整理しまして、また皆様に再度お示ししながら進めたい

と思います。特に上徳富頭首工の分の安全策については、今年物が出来上がっている

事もありますから２年３年後とならないように早めに対応できるような事を示しなが

ら、標識であったりもしくはフェンスであったり教育の場という話もありました。そ

れらを検討しながら、特に安全柵を付けるとなれば河川協議がでてきますので、河川

管理者と打合せしながら決めて早めに示す物は、図面等を送るなり考え方を示しなが

ら行いたいと思います。あと、出来上がった所の魚道の水の流れ方については、この

時期の水位はどうなっているのだとかを次回に説明出来るようにしたいと思っていま

す。 

・次回の検討会委員会は来年の今頃を考えているのですが、先ほど言いましたように水

位の話があったりしますし安全策の話もあるので、今のところは来年の２月下旬から

今頃で考えていますけど、必要となれば秋位だとか夏過ぎ位に示せれるような物を作

って行えればと思っています。スケジュール的にはこのような状況でありますけど、

いつものように２ヶ月位前には皆さんのスケジュールを確認して１ヶ月前には確実に

皆様に案内を出す事をしたいと思います。以上でございます。 

岩井委員長 

 ・ありがとうございます。今の内容について何か質問等あればお受けします。 

 ・質疑が無いようでございますので、これをもちまして平成２１年度第１回魚道の検討

会を終わらせていただきます。途中で休みも取らないでロングランの中で慎重に検討

していただき大変ありがとうございました。以上をもちまして閉会とさせていただき

ます。ありがとうございました。 


