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第５回 平成２２年度新十津川地区魚道整備検討会議事録 

 

次第 

１ 開会 

２ 挨拶 

３ 第５回魚道整備検討会について 

１）第４回魚道整備検討内容報告 

２）上徳富第２幹線頭首工非かんがい期用魚道現地確認 

３）各魚道の検討課題及び意見交換について 

①上徳富第２幹線頭首工かんがい期魚道について 

②吉野頭首工副ダム位置について再検討 

③西徳富第４幹線頭首工隔壁切欠き構造と護床工について 

④魚道効果の調査結果報告 

⑤平成２３年度事業予定内容説明 

４ その他 

５ 閉会 

 

事務局 

・開会 

・空知総合振興局産業振興部長挨拶 

・本日の予定について説明、新委員の紹介 

 

３－１）第４回魚道整備検討内容報告 

岩井委員長 

・皆様ご苦労様です。 

新十津川町建設課長の岩井でございます。 

よろしくお願い申し上げます。 

早速、第５回の魚道整備検討会に入らせて頂きますが、１番目の第４回の魚道整備検

討内容の報告を議題と致しまして事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

 ・昨年度の第４回魚道整備検討会の検討結果の内容について、ご説明させて頂きます。 

資料は、お手元にあります第４回新十津川地区魚道整備検討会の検討結果及び議事録

となっております。 

第４回新十津川地区魚道整備検討会の検討結果については、議事録を要約したものが、

検討結果になっております。 



 - 2 - 

最初に第３回検討委員会の内容について説明しております。 

議題として「前回の検討内容の確認」、「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」の４項目で検討会を行っておりまして、それぞれ次のとお

りの検討課題がありました。 

  上徳富第２幹線頭首工については、土地改良区から止水施設を設けてほしいと要望が

あり、河川管理者と協議し検討する。 

  吉野頭首工で、副ダムについて一部再検討をする。 

  西徳富第４幹線頭首工で、「現況の水位と施工高の関係」、「かんがい期と非かんがい期

の兼用となる魚道の一部断面の検討」、「隔壁の構造自体に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する」、３つの検討項目が第３回検討会の中であ

りました。 

 ・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ですが、維持管理用の止水施

設については、角落とし工法により止水可能としたが、角落としの天端と余水吐の底

の高さについて再度整理する。続いて、安全対策について、グレーチングを考えてい

たが、安全柵・標識等について再検討する。 

 ・吉野頭首工副ダム位置については、４点について安田先生と相談しながら再検証をす

る。 

 ・西徳富第４幹線頭首工については、切欠き構造について最上流端の隔壁の上流勾配に

ついては、水が飛ぶ可能性があるので再度先生と打ち合わせをして再検討する。 

魚道護岸工の現況水位と計画河床との関係については、現況河床並に掘削しても元に

戻ってしまう可能性があることから、河川管理者と協議も含め護床の設置位置を再検

討する。 

  という３つの内容が、昨年の検討内容でございます。 

 ・そして、総富地川支流砂金沢川の魚道整備については、空知森づくりセンターから情

報を頂いて事務局から内容報告しています。 

 ・水産孵化場と共同でカワヤツメの調査報告を道立水産孵化場から調査報告を頂いてい

ます。 

・昨年の意見交換の内容ですが、「現況河川水位と魚道の流出部の高さ関係」、「魚道の流

況状態を確認し、不具合箇所の確認」、「計画時から期待している事項の検証」、「ビデ

オなど動画による遡上検証」、以上の内容の意見交換が行われました。 

  平成２２年度に行う事業内容の説明を行いました。 

 ・今後の検討課題について、上徳富第２幹線頭首工においては、「角落としの天端と余水

吐の高さについて」と「安全対策について」、吉野頭首工については、「副ダムの位置

について」、西徳富第４幹線頭首工については、「切欠き構造について」と「魚道護床

工の現況水位と計画河床との関係について」、以上の課題について、再検討を行い第５

回検討会にて説明をするという内容で、昨年の会議は行われております。 



 - 3 - 

 ・私どもで各回の検討結果をホームページに出しております。 

  今年度も検討結果の内容をホームページで掲載させて頂きたいと思いますのでご了承

頂きたいと思います。 

  特に内容に問題がある点があれば、ご意見を頂きたい。 

  意見交換の内容については、議事録のままで記載させて頂いています。併せて、委員

の名前については、ホームページに掲載する際、事務局と委員という表現に換えさせ

て頂きますので、よろしくお願いいたします。 

岩井委員長 

 ・只今、昨年の第４回の内容について、ご報告がありましたが、質疑等があれば承りま

す。 

安田委員 

 ・字の訂正ですけども１ページ目の下から６行目と７行目の水利の利が利用になってい

ますので、理科の理ですので訂正願います。 

岩井委員長 

 ・６行目７行目の水利計算と水利実験の利を理科の理に直して頂くことでお願いをいた

します。 

  それと、ホームページに掲載ということにつきましては、各委員ともよろしいですね。 

  外にご意見がなければ、前回の検討内容については、報告済みということで処理をさ

せて頂きます。 

 

３－２）上徳富第２幹線頭首工非かんがい期用魚道現地確認 

  次に、２番目に入らせて頂きます。 

上徳富第２幹線頭首工非かんがい期魚道現地確認ということで、事務局より連絡をお

願いします。 

事務局 

 ・現地調査配車資料にて配車説明。 

 ・戻りは、14:30 頃を目標にしておりますが、現地は寒いので特に問題がなければ、早め

に戻りたいと思います。 

  これから、現地用の資料をお配りいたしますので、現地にお持ちになって下さい。 

 

（現地確認） 

 

 

３－３）各魚道の検討課題及び意見交換について 

岩井委員長 

 ・続きまして、３番目の各魚道の検討課題及び意見交換について、事務局から説明をお
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願いします。 

事務局 

 ・前回の課題が３件あります。「上徳富第２幹線頭首工かんがい期魚道について」、「吉野

頭首工副ダム位置について再検討」、「西徳富第４幹線頭首工隔壁の切欠き構造と護床

工について」、１件毎ご説明して、質疑を頂いてと考えています。 

  それでは、ひとつ目の「上徳富第２幹線頭首工かんがい期魚道について」検討結果の

説明致します。 

 ・現場確認ということで、大変寒い中ご苦労様でした。 

  改めまして、先程ご覧頂いた現場で工事監督員をしている北部耕地出張所の小林と申

します。 

本年度もよろしくお願いします。また、これからもよろしくお願いいたします。 

 ・議題ですが、検討事項の整理ということで項立てをしておりますけれども、昨年度ご

覧に頂いたかんがい期魚道は、昨年工事途中だったという事で、完成後、水が実際に

流れている時期の写真や動画を撮影しております。 

  かんがい期魚道の実際に流れている状況の報告ということで、議題に入る前に冒頭簡

単でありますが、写真動画を使って確認頂きたいと思っております。 

 

（写真・ビデオ視聴中） 

 

安田委員 

 ・ゲートは、その時立っていたのですか 

事務局 

 ・５月は、立っています。 

安田委員 

 ・ゲートは、傾いていないかということです。 

事務局 

 ・開度は、若干傾いている程度です。 

森下委員 

 ・下流から魚道に上がるところの写真があったら、今ちょっと見落としたのか出ていな

かったのか。というのは、下流から上ってきて、魚道に入る取付口がどのようになっ

ているのか知りたい。 

事務局 

 ・８月２０日の最下流部の状況写真です。 

安田委員 

 ・５月の写真は、無いのですか 

  それですね、それでいいです。 
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事務局 

 ・こちらが、７月１９日です。 

横井委員 

 ・魚道入口と川底との落差は結構あるように思われるが、８月は砂利や玉石があって落

差が見えないようになっているが、現状はそうなっていましたか。 

事務局 

 ・以前から中州に土砂が堆積していましたが、今年になって形が延びてきていまして、

今の流出口最下流部分については、土砂が堆積して写真のように土砂に埋まっている。 

横井委員 

 ・段差がありましたよね。 

事務局 

 ・はい。 

横井委員 

 ・夏に川底を工事して作ったということですか。 

事務局 

 ・違います。自然に溜まったものです。 

横井委員 

 ・魚道から流れて土砂が溜まって、河床が上がったということですか。 

事務局 

 ・川の本体自体からもゲ－トから越えてきているものもあるし、自然に土砂が溜まった。 

横井委員 

 ・実際に、なだらかな法面がある中で、地域で見ているがそんなに水が流れない。 

５月１日に撮った写真があるが、石狩川も増水しているし、雨竜川に警戒注意報が出

た日で、徳富川も増水してローラーゲートがオープンになっている段階で、水は魚道

に一切流れていない。 

  当然、堰を上げてローラーゲートを下ろした状態で流れるというのは、先程ビデオで

見せて頂いた、あの状態が５月６月の上旬にかけて、一番徳富川の水量が多いときで、

それから以降はチャラチャラ水で、そういうことから今写っている場面に、８月に撮

ったような河床が上がるような現象は、素人ですが考えられない。 

 ・転倒ゲートからオープンになった水しか、本流の水量は出てきていませんから、そん

なに転倒ゲートが傾いたときに、洪水のあったときはともかくとしても、普段は、ほ

とんど魚道に対しては、魚が一番上流に遡上しやすい状況になっているのは事実なん

ですけども、ただ、一般的に大洪水になっても一番頭のグレーチングの掛かっている

ところには、水量が増しても水が一滴も流れていないという状況があります。 

だから、ゲートを倒していたとか全開に起こしていたとかいうことの中で、私なりに

は合点がいかない。必ず起こすときは全開に立てていると思う。 
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事務局 

 ・私の表現も悪かったのですが、ゲートを限界までいっている状態に対して、若干寝て

いるという位で、全開にというか完全に立てているに近い状態にある。 

安田委員 

 ・そうすると、設計段階で水位の見積もりが甘いですよね。 

ようするに、目一杯開度が上がっている状態ですよね。 

傾いているわけではないですよね。 

  転倒ゲ－トが一番上がる所までいっている訳ですよね。 

  その開度の決め方は、河川管理との協議で決めているのか、利水権者で勝手に決めて

いるのですか。 

古崎代理委員 

 ・基本的に取水門の水位で、その時の雨の量で多く入るようならゲートを倒す。 

安田委員 

 ・今言っているのは、上流の水位がある程度同じくらいになるように、ゲートで調整さ

れているということですよね。 

  ゲートの上流側の水位は一定に近いわけですよね。そうすると、その水位に基づいて

魚道は造られないとおかしいですよね。 

  それで、魚道にあまり水が流れていないというのは、先程見たけど相当水がゲートか

ら流れている割には、魚道であの程度しか流れてないのは、確かに不思議だった。 

  ただ、上流の水位が一定になるようにということを前提に言われているので、その時

は水位がどうなるのか何ですけども、設計の時の水位から見て魚道に入る流量が少な

過ぎる。 

  だから、切欠き程度しか流れないような水位だったら、それは絶対に少ない。 

  設計の時には、そんなふうにはしていないですよね。 

横井委員 

 ・設計段階でグレーチングの所にステンレスの落としに、お金をかけて作っていますが、

それは、何のために作っているのか。 

  そして、尚かつステンレスの手前にオーバーフローさせるために、水を誘導して放水

するものを作っていますよね。 

  ５月１日の大洪水で雨竜川が警戒水位になったときに、当然、石狩川・徳富川も増水

している。 

これだけ増水した中で、転倒ゲ－トがオープンに倒れていても水が一滴も流れていな

い。 

何のための設計だったのか腑に落ちない点がある。 

事務局 

 ・転倒ゲートが倒れているときは、かんがい期用の魚道なので水は入らない設計になっ
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ている。 

横井委員 

 ・ステンレスの落としは、何のための作動なのか。 

事務局 

 ・角落としの作業は、魚道内に何か異物なものがあったとか管理上使うときに、水が入

っていると管理できないので、一回止めると言うことなので、角落としそのものの必

要性は魚道自体には特にない。 

横井委員 

 ・それは、わかりました。 

 ・渇水期になったときには、魚道の水は流れていない。 

チョロチョロですよね。 

  転倒ゲートが立ち上がった状態で水位は１０ｃｍ～１５ｃｍ下がっている。 

  昨年完成した魚道の方に対する水の勢力は、ほとんど無い。 

それで果たして魚道の役割を果たせるのか疑問に思っている。 

  それと、かんがい期用の魚道は５月１日から８月３０日でオープンにされて一滴も水

が流れていない。 

魚に優しい魚道を造る状態の中で、２２個のプールがある。 

２２個の中に魚がいて、水が流れなくなったときに、将来にわたって誰が管理するの

ですか。 

ドジョウでも鮒でもウグイでも何でもいいですけど、今日のあの場所もそうですが、

増水時の５月６月の前半は、ローラーゲートが下がった状態でも水は流れるんです。

多少なりとも魚に優しい水が流れているのです。 

ところが、一切水が無くなる所なんですよ。 

そのプールに仮に、先程言うウグイも確認されましたという魚道であれば、その魚は

どう管理されるのか疑問なんです。 

それらを踏まえて答えて頂きたい。 

私は、渇水期であろうと魚道には、水が流れる設計でなければ、魚道の意味を果たさ

ないと思う。 

地域に関して未来永劫ずっとここで生活している人にとっては、この魚道が果たして

４ヶ月間に魚が全部上がってくれればいいが、７月８月は、ほとんど流れない少ない

水の量に対して、どう魚が上にあがっていくのか。 

切欠き部分に、ある程度の水量が無かったら、その水量に身を任せながらへばり付い

てあがっていく習性の魚だと水が無かったら、どうやって上がっていくのか、あのプ

ールの中に残された魚は、どうなるのか不安なんです。 

それらを十分納得できる答えが欲しいと思う。 

岩井委員長 
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 ・この件については、後程回答をすることとし、先に検討課題を 1 件毎に内容の説明を

行って下さい。 

 

３－３）①上徳富第２幹線頭首工かんがい期魚道について 

事務局 

 ・ルーラルエンジニアの大沢といいます。 

昨年度、委員会の中であがりました課題に対して検討して参りましたので、その結果

を報告いたします。 

・上徳富第２幹線頭首工かんがい期魚道についての課題であります。 

第 1 点が角落としという魚道入口にありますゲートの高さ設定が余水吐きより５cm、

取水ゲートよりも２０cm 高いと設定されているが、この根拠と設計の目的を説明して

ほしいということでした。 

  これは、何らかの支障物等が魚道内に入ったとき、一時的に魚道に水が入ってくるの

を止めて、中の物を取り出すというために設置しています。 

  この高さ設定ですが、洪水時は、これを超えるような水が来ますので役に立ちません

ので、どれ位の水であれば、止めることが出来るのかを検討しました。 

  右上のグラフが 2007 年の公式な流量観測資料ですけども、それをグラフに書いたもの

です。 

左側が水量の少ない時、右側に向かって水量が多い時というようになります。 

ゲートの高さ設定をしているところは、ピンクの矢印で記載しておりますけど、かん

がい期間の 13％の期間は、今の角落としの高さよりも上を水が流れることになります。 

従って、維持管理のために締めて作業するのは、残りの 87％の期間になります。 

角落としの高さを超える 13％というのは、実態として代掻き期、融雪時の水が来てい

る時で、その時は角落としを下げたとしても、その上を水が来るというようなことに

なります。 

従って、維持管理のために設けるという施設ですので、運用としては、資料右下の３）

魚道工（かんがい期）の維持管理として、「魚道工の維持管理は非かんがい期に行うこ

とを基本とする」、「維持管理をかんがい期に行う場合は代かき期およびこれに続く出

水期を除くこととする」ということで、代掻き期間はこれを使わないということです。 

こういった維持管理上の決め事とすることで、角落としの機能が確保される。 

維持管理を全面に話をしていましたが、今の魚道入口の天端の高さが取水ゲートの高

さと同じになっていますので、水が実際入ってくるのは、切欠き部分からになります。 

従って、異常な渇水期ですとローラーゲートを立てても魚道に水が入ってくることに

なります。 

それが、農業用水の確保ということになった場合、どうしても止めなくてはならない

場合もあるということを考えて、維持管理と併せて農業用水確保を含めて計画したも
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のです。 

 ・続いて２点目ですが、安全施設の設置について、３点を考えました。 

  第３者に対する立入制限を明示することによって、何らかの事故が発生することを防

止する。 

  魚道全部をグレーチングで覆ってしまうと魚道の中が見えないため、教育研究や地域

活動等を考慮してグレーチングについては、必要な部分のみ設置とした。 

  魚道周りをフェンスで囲むという案もあったが、洪水時の支障物となることやフェン

ス自体の維持管理が大変ということもあり、結論的には、２箇所に関係者以外立入禁

止の看板を立てるという安全施設にしています。 

岩井委員長 

 ・只今、説明頂きました。上徳富第２幹線頭首工につきまして、意見交換を進めたいと

思います。 

  先程、横井委員から話がありました。実際に、今の魚道工に水が来なくなった時に、

そこにとどまった魚の行き場はどうなるのか。 

  もう一つ、ゲートを途中で止めている場合に、本来の設計であれば満度に立てた状態

で、この魚道の水量の確保がされているが、途中で止めた場合、魚道に入る水量が減

少してくるという事になるので、安田委員が言われたように根本から変わってくる。 

  その辺の状況が、どのようなことで起こってくるのか。また水利権の関係や水利使用

の関係などがあろうかと思います。 

 ・まず１点目、魚道の中に魚類等がとどまった場合、この時の措置の方法としてはどう

すべきか。 

  安田委員、この魚道のタイプを決めるにあたって、色々な方法があるという中で、完

全に箱抜きしたようなやり方（水抜き）を一部で採用しているということだったが、

それをすると不等流というか、魚に優しい水の流れにならないということで、今の構

造を考えたと思いますが。 

安田委員 

 ・穴が大きいと水位差によって、穴から吹き出したジェットみたいなものが流れてしま

って、全体の流況が乱れてしまうということがあったので、穴を開けるのは適当では

ない。 

それで、穴自身が今みたいに、色々なものが流れてくるので、穴が塞がれる可能性も

ある。 

そうすると常時、穴が空いているからといって、たとえばかんがい期から非かんがい

期になって水が魚道の方に流れなくなったからといって、プールに水が無くなるとも

限らない。 

いずれにしても、維持管理は出てくる可能性はある。 

だから、非かんがい期に移り変わる時、魚道に流れなくなった場合には、何らかの手
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立てで、そこに残っていれば掬い上げて放流する措置が必要だと思う。 

  その場合、非かんがい期とかんがい期両方の魚道を使う前提にしていますので、水が

流れないと溜まりますので、溜まってところで魚がいれば、掬い上げる。 

放置すると死んでしまうので、そういう状態を作るのは好ましくない。 

岩井委員長 

 ・今の話のように毎日毎日ということは、多分考えられない。 

おそらく頻度は高いとは思われませんが、かんがい期についてそういうことが発生し

てくると考えられますから、その部分については、水利使用者の方とも十分打合せを

しながら、それなりの対策をこうじて行かざるを得ないと思っておりますので、魚道

タイプがどうこうということではなく、その可能性があるということですからそれに

対する手立てを今後検討していくということで進めていきたいと思っています。 

安田委員 

 ・ゲートの天端の位置と隔壁の一番始めの天辺の高低差が、僅か 10cm で、そうすると前

提はゲートの所まで水位が上がっているということを前提に言っていて、実際はゲー

トよりも低い事が多いというと雨でも降らない限りは、魚道に水が流れないというの

がわかっていたなら、その設計自身がおかしい考えです。 

  例えば、どの位の頻度でなるのか、天気によって違うのでしょうが、ただ平均してゲ

ートより下がっているのか、今年はたまたまそういう時が多かったのか、わかりませ

んが、いずれにしても水が上を越えて行くケースというのは、非常によく見られるの

ですが、その時、恒にゲートが立ち上がった状態でないと多分魚道には普通には流れ

ないです。 

だから、前提条件が覆っているのかどうか、計画に見誤りがないかどうか。 

  本来の設定している水位が、本来なかなか得られない水位を設定しているのであれば、

それはおかしい。 

  やはり、頻繁に得られやすい水位を標準にして、魚道に常時水が流れるようにしない

と、色々議論して懸念されていることは起きやすくなる。 

岩井委員長 

 ・上徳富第２幹線頭首工の取水量は何トン位なのか。 

  漏水がない限りは、農業用水で取水をする量は少量だと思う。 

  農業用水の方に水を取ったからといって、水が流れなくなることはあり得ないと思い

ます。 

安田委員 

 ・川を見ているとゲートから越えているわけで、ゲートから越えていてこの理屈が成り

立っていないのは、ゲートを下げているとしか思えない。 

  ゲートを下げて水位を合わせているなら、合わせた水位で魚道を決めるべき。 

  全部フルに立ち上がった所を前提に考えている。 
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岩井委員長 

 ・ゲートを途中で止めている場合の水量確保という部分が、何故途中で止めているのか。 

安田委員 

 ・本来の運用が全部上げていることを前提にして、たまたま下げていたなら許されるか

もしれないが、常時下げている状態で普通に水は取っていて、後は全部下流に流して

いるなら当然魚道の天端は高いのは決まっているのだから、それが前提で運用されて

いるので、始めに計画を立てているところで誤りがある。 

  だったら、魚道の天端を下げていかないと意味がない。 

 ・余水吐きの天端から 20cm 上がったところで、更に代掻き期の水位が 32.62 で天端から

見ると 40cm しか上がっていない時になるですよ。 

40cm しか上がっていない時に、余水吐きから流す意味があるのか。 

  これが、1m や 2m 上がることを懸念して余水吐きに水を流して魚道に過剰にいくと水

が溢れるからという問題はわかるんですが、40cm で溢れるような構造ではない。 

  50cm、60cm 上がっても絶対に溢れない。 

  その中で、余水吐きの高さがあまりにも低いのではないか。 

むしろそれでゲートを倒すのであれば、余水吐きはいらない。 

悪七委員 

 ・かんがい期というのは、ゲートが立っているという前提ですよね。 

古崎代理委員 

 ・そういう前提です。 

悪七委員 

 ・倒すのは、増水があった時ですよね。 

古崎代理委員 

 ・今のゲートは、基本的には立っている。 

  普通 30cm もゲートの上を越流すると自然に安全で倒れる。 

事務局 

 ・基本的には、ゲートは立っているということで設計もなっていますし、農業用水を取

るのにもゲートを造るということは、当然完全に立ち上げて使う構造体なので、おそ

らく昨年の形は、そういう管理の中であったということで、基本的には改良区にお願

いして、きっちり立ち上げて使って頂く。 

横井委員 

 ・管理者でもないが、いつも水を見に行く立場なので、その時に半ゲートで少し斜めに

立っていることはあり得ない。 

立てる時は、しっかりと立てるし、今お話しのように洪水時は、その転倒ゲートの上

30cm になったら自動で倒れる自動装置が付いていますので、そういう操作の中で、今

中間でというのは、ちょっと理解できない。 
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  確かに、今いうように 30cm 位の大水が増水した時に始めて、昨年作られた魚道の方に

対して大量の水が流れる。 

ただ、ゲートが下がった時点で 1 滴も水が流れない。 

それはいいが、今私が心配しているのは、魚道を造って頂いた中で、渇水期の状況に

なった６月中旬以降から７月８月に大量に水が減ってくる。 

ダムが出来ているかどうかはわかりませんが、その中で、結果的にそういうふうに減

ってくると転倒ゲートの下に 10cm15cm 空間が見えるようになってくると魚道の方に

は水は流れないというのが、私は昨年何回か見ていますので、それでは、今回の会議

で色々先生の力も頂きながら、果たして魚道としての役割は果たしていけるのかな。 

  私は端的に素人ですからわかりませんが、他に最善策としたら、もう１本まっすぐな

道を付けて、水の多い時に土地改良区が水の欲しい時に落としゲートを付けて調整し

ながら普段でも渇水期以降でも非渇水期の時でも使えるような魚道にしないと４ヶ月

だけ、大枚なお金を使って折角作ったものが、９月 10 月１１、１２、１、２、３，４

月の８ヶ月間、全然使われない魚道というのは、幻の魚道に過ぎない。 

  実際、私が地域で委員になっているというのは、多少知っておられるので、随分非難

囂々されたんです。 

  おまえらのやり方は何だと言われたんです。 

  確かに、ひょっと行った時に魚道に水が全然流れていないとなると、魚を苦しめるた

めの魚道なのかということなんです。 

  もう１回聞きたいのですが、写真に載っている時期は何時ですか。 

  安田先生のお力が欲しいのですが、ここの写真帳の水位では、魚は上りますか。 

安田委員 

 ・ほとんど上がりませんね。 

横井委員 

 ・駄目でしょ。 

ということは、苦しめるためのものでしか、作られていないというのが解釈です。 

岩井委員長 

 ・今、この部分については、昨年の写真だと思うのですが、安田先生が先程言われたよ

うに、多分転倒ゲートそのものが 100％上がっていない可能性があります。 

横井委員 

 ・この写真の時もですか。 

岩井委員長 

 ・昨年そういうことが頻繁に起こったということであれば、多分そうでないかというこ

となんで、実際に徳富川頭首工から取って、上徳富第２幹線頭首工で取る間に相当流

入もある。 

徳富川頭首工で 100％取るわけではない、越流もしているということであれば、それ以
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上の水を第２幹線で取水していない。 

そうであれば、取水をしたためゲートより下がるということはあり得ない。 

横井委員 

 ・あり得る。 

岩井委員長 

 ・他に例えば、浸透したりとかはあり得る。 

横井委員 

 ・それは、あり得る。 

岩井委員長 

 ・基本的に計算上というか考え方としては、少ないと思うので、その部分を今後土地改

良区の取水時にゲートをしっかり上げ、今の右岸付の魚道に高さ合わせをちゃんと出

来ますよという確認をしながら適正な管理をしていく。 

  尚かつ、それによってもまだ、右岸付の魚道に水が流れないとか、魚が溜まっている

のであれば、それは、人力を持ってでも処理していく必要がある。 

安田委員 

 ・徳富川全体の水量は、取水量からするともっと多い訳ですよね。 

岩井委員長 

 ・全然問題にならないくらい多いです。 

安田委員 

 ・取水していれば、残りがあるはずですよね。 

それは、渇水時でも同じですか。 

岩井委員長 

 ・そうです。 

安田委員 

 ・そうすると結局、ゲートを全部立てたとしても、実際に水位がゲートより下がってい

たとするとゲートの脇から水が漏水しているものをかき集めたものにはならない。 

だから、利水の環境をもう一度見直した方がいいと思う。 

  ルールの中で、本当にそういう感じになっているのか。 

要するに、上流側から流れてくる流量規模が相当少なかったならば、ゲートの脇から

水が漏れていることもあり得るでしょう。 

  所定の水は取るということであれば、取水量以上の水が常時来ている中で、今の解釈

はできない。 

  水が取水側に過剰に流れているとしか言いようがない。 

  結局、ゲートよりも上に越えないと下流側に流れないわけですから、そうするとゲー

トからも越えていない、魚道にも水が流れていない、そうするとみんな取水口に行く

しかない、後は漏水。 
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  漏水がそんなに大量に出るかというと噴出するように、水が流れていませんから、取

水側の方に多分予定以上の水が入ってしまっているのかどうかって言うのが気になる。 

  実際、上の所の量がどれくらい入っているのか知らないから、余り断定的な言い方は

しませんけど、そこは十分確認する必要があると思う。 

悪七委員 

 ・横井さんから電話を頂いて、私も一緒に見に行ったんですが、確かにこれらの水が全

然行かないのであれば、魚道の役割が何もならない。 

  そこで、問題は取水する時のゲートを常時立てて、それでも尚かつ水が行かないとい

うなら問題で、たまたま斜めになっていたという事に問題があるように思う。 

安田委員 

 ・ただ、先程のゲートが斜めになって、ゲートの上から水が流れていないという状況で、

ゲートがもっと下がってゲートから越流しているということであれば、もっと状況が

最悪なんですよ。 

横井委員 

 ・高さの押さえ方が問題だと思う。 

安田委員 

 ・元々の高さの押さえ方が問題なんですよ。 

  だから、高さがそもそも本当にどこなのかと言うことなんですよ。 

  長崎の方でもあったんですが、例えば、ラバーって風船みたいに膨らませるゴム堰な

んですが、これをパンパンに張ったところの水位を設計基準で押さえるんですよ。 

  そうすると間違いなく、水は入らない。 

パンパンに張ったらゴム堰ってゴムの消耗が早いんですよ。 

空気をそれだけ圧力を掛けるのは、ものすごく電気代が掛かる。 

  普通は、運用上少し弛ませたところで考える。 

  ところが利水権者と協議するとパンパンの状態から議論するので、現実との間でギャ

ップが 15cm も生じることになる。 

だから、20cm 位水位があるが 5cm 位しか入ってこない。 

  今の話は、凄く良く似ている。 

  だから、実際にどういう水位になっているのか正直見えない。 

  実際をわからないで、あまり議論を続けても多分もったいないと思うので、そこは実

態を把握する。 

  昨年私も調査できなかったので、今年こそは、現地へ行きますので定期的に見て状況

を把握したいと思う。 

それから、地元に協力してほしいのは、魚道にこれだけ流れましたという定期的な記

録を取ってほしい。 

  それで、グラフを書くと大体わかる。 
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そうすると大体この期間これ位だと、そうすると平均的にこれ位の水位でこの天端っ

ていうのはおかしいとか議論ができる。 

  しかし、ない状態で議論しても水掛け論になるので、それは時間がもったいないので

止めましょう。 

横井委員 

 ・私の立場からも安田先生にありがたい定義を頂いたと思っております。 

  昨年、新十津川町建設課、空知支庁の方も幾度となく見えられているとは思います。 

  だけど、私の言わんとすることの意味は、十分答弁で答えられていないところを見る

と、まだまだ見て頂きながら水位調査をして頂き、理解させて頂いたら、私達も納得

しますし、今の状況で見る限り落胆が大きかったというのが現実なんです。 

  そういうことも踏まえて、今年一年、今年完成した所と昨年の所を十分検証して頂き

たい。 

安田委員 

 ・４月 12 日、13 日の２日か 1 日は、現地に来ます。 

岩井委員長 

 ・一応、そういうことであれば、水利使用の部分だとかゲートの角度だとか再度、現地

を確認しながら、その後検討させて頂きたいということで進めたいと思います。 

  それ以外で何かありますか。 

古崎代理委員 

 ・安全施設として立入禁止の看板を立てるという中で、改良区としてもやっと出来た魚

道なので、改良区のＰＲもしている中、小学生なり教育の場として施設見学会などを

取り組んでいきたい。 

  立入禁止の看板を立てたとしても個人の魚釣りだとか、一般の人が入って来るのを規

制するわけにはいかず、黙って入ってくる人もいると思う。 

その中で事故を起こしたら、それは基本的には個人責任という考えで行かないと、改

良区も施設で保険はあるが、保険が利くか利かないのかという事もあり、もしも事故

が起こったら管理する立場として、そういうことは、あくまでも自己責任という考え

でいる。 

改良区として施設を管理しているから、小学校や幼稚園に危険な所に近寄らないなど

のポスターを配布し、色々な安全対策をしている。 

施設見学会などの時は、管理人等が一緒に立ち会ってもいい。 

 

岩井委員長 

 ・前回もその話題が出ていまして、改良区ばかりではなくて施設を造った側ということ

で、河川管理施設の中の河川構造物となるので、河川管理者との協議も必要になると

いうことで、固定式の物については、また、物によっては、流水を阻害するというこ
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とでの規制も入るということもありますから、なるべく影響がないような方法で、尚

かつ堤防から中に入った部分については、それは河川なんだという扱いで、後は看板

等で注意を喚起する方法で今回は進めている。 

  今後もこの部分については、そのような進め方で検討会としては、そういうスタンス

で行きたいと思っていますし、勿論管理者の方も理解して頂けるでしょうから、そう

いう話し合いで進んできています。 

森下委員 

 ・安全対策について何ですけども、立入禁止の看板を立てると入ってはいけないという

形になってしまう。 

  環境の保全とか色んな面で、小学校や中学校でもこういう魚道を造って、みんな協力

しているんだよという現場を見せるということもあり得るんです。 

  小学校６年生では、地球環境の保全ということで環境と私達という学習をしているん

ですけども、その時に大人の人も魚のために、こういう魚道を造っているんだよと見

せたいんです。 

  ところが、看板が立っていると、これを見た時に駄目なんだなという形になるので、

例えば、立入禁止の下に教育的な何かで観察をする場合は、どこどこに連絡下さいと

か、十分注意して見て下さいとか、それを付け加えるなり、各学校にこういう形で立

入禁止になっていますけども教育的配慮で指導者や責任者を付けるんであれば、観察

しても見学してもいいですよと、そういう文章を各学校等に配布すれば、より魚道が

有効に使われると思う。 

  折角、魚道を造って世の中にＰＲしないで、只、検討会の中で魚が上がった下がった

じゃなくて、後から話があると思いますけれども、現在の頭首工には、サクラマスは

上がっていない。 

これは、当然渇水期には上がらないが、8 月 9 月になると上がってくるとなると、今日

見てきた所がサクラマスの上がる魚道になるんじゃないかと思って、そういう意味も

含めて是非、学校に又は色んな面でＰＲして、危ないからコッソリしまっておくんで

は、折角高いお金を出しても勿体ないし、ということでその辺のことをお願いしたい。 

岩井委員長 

 ・２ページに注意喚起のための立て看板を立入禁止ということで、総合振興局の方では

考えているようですが、その辺も十分打合せを行い、検討会としては、なるべく皆さ

んに見て頂くことが、出来るような方策をとれるように文言を修正するなり、また町

としても改良区としても・・・（話の途中） 

事務局 

 ・すみません、その件何ですけども、昨年からこの話題がありまして関係者である改良

区とも安全対策に関して、空知総合振興局として、どういう安全対策を考えていくの

か打合わせをさせてもらいました。 
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  改良区として施設管理者の立場で物を言わせてもらうと、基本的に何時でも人が勝手

に入られる形になるとそれは困る。 

というのが一つありました。 

  見たい時にここに連絡下さいというようなことは、どうですかという話もしました。 

  そういう問い合わせがひっきりなしに来るので、改良区の職員が対応できない。 

  それで、教育の場などのＰＲは、改良区が積極的にやってもらいます。 

  小学生とか教育の場からの依頼があれば、それについても改良区が協力します。 

  改良区の職員が付いて、魚道を教育の場として見せることは協力して頂ける。 

  只、看板にそういう文面を書かれると、何でもかんでも電話が来るので、それに対し

て改良区が全部対応出来ない可能性があるので、基本的には関係者以外立入禁止とい

う表示をしてもらって、そこに改良区名と電話番号を入れる。 

という形の中で打合せをさせて頂いておりました。 

  今回、こういう形で今日の検討会で提案させてもらいました。 

  一応、教育側としては、積極的に協力します。 

改良区としても折角魚道が出来たので、小学校なり、教育の場にＰＲします。 

  先程もいいましたけども、入る時にはここに連絡下さいだとかという文面は、改良区

としては対応できない可能性があるので、それは無理だという話で、今回提案させて

頂きました。 

岩井委員長 

 ・わかりました。 

  下の方に小さくて見づらいのですが・・・（話の途中） 

事務局 

 ・文面に関しましては、こういう文面を入れるというものを簡単に書かせてもらいまし

たが、デザインとかは、改良区と詳細に打合わせて頂いていなかったものですから、

今、デザインだとか文面だとかを考えた中で、後程、改良区と打合せしながら設置を

していきたいと考えておりました。 

悪七委員 

 ・禁止となっている所に、こうやって入れてもらうのが望ましいのか、禁止という言葉

を使うと禁止しているのに入ったという、ごく一般的な市民生活の中からいくと入っ

てはならない所に入るわけですから、やはり文言を今後検討させるのだから出来るこ

となら禁止という言葉ではなく、危険ですので注意するという立て看板は、注意を喚

起するのが限界だと思う。 

事務局 

 ・改良区はどうですか。 

  一応、改良区との打合せの中で、曖昧な文面にされると入ってきて事故が起きた時に、

管理者としての責任を取られるから、そこはきちんとしたいというのが改良区の意見
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だったですけども。 

森下委員 

 ・河川の方では、「川に近づくと危ない」という形で堤内に看板が立っている。 

岩井委員長 

 ・禁止という言葉を使用しないほうが良いと言うことですね。 

森下委員 

 ・かなり川の近くに行くと遊歩道もありますけども所々に出ている。 

  私が思うのは行く行く新十津川の町内広報の中に、徳富川にこんな魚道が出来ました。 

  これから、川をきれいにする、生き物を大切にしましょうというのを出して、機会が

あったら責任者と行って見て下さい。 

という位の情報を出してＰＲするのも凄くいいことだなと私はその先を楽しみにして

いる。 

  今年、作っている魚道が出来るとサクラマスが上の方に上がってきましたというニュ

ースも出せれば、町内の人たちが、ただ、魚に関係ある人だけでなく、大人から子供

まで目を向けてくれると思うので、禁止ではなくて何か別の方法をとってくれれば、

もっといいなという考えを思っている。 

鈴木委員 

 ・折角、こういうふうに作って見学できないというのは、残念だと思うんですね。 

  それこそ、立入禁止何ていったら、本当に学校関係だったら学校の方に問い合わせて、

何月何日にこうなんですよというふうにすればいいでしょうけど、そうしたら一般の

人だって、我々だって、何かの機会に近いから行って見たいと思っても、立入禁止で

あれば、なかなか行きづらくなります。 

安田委員 

 ・看板の中にも色々なのがありまして、「魚道に近づくと危険」と書くと魚道は危険な物

なんだと、誤った解釈になってしまう。 

   そんな危険な物をどうして造るのと言われてしまう。 

  魚道に落ちてしまうと大事故に繋がるので十分注意して下さい。 

ようするに、落ちたら大変という意味なんです。 

  そういう所まで、ちょっと気を配って文言を書かないと、ただ単純に言葉を短くする

ことを考えて「魚道に近づくと危険」という言い方をすると誤解を生じる。 

  例えば、川は危険ですからというのと同じように、別に川は危険な訳じゃなくて、触

れ方というか、川のどこが危険なのかなどわかるように書いてあげないと誤解されて

しまう。 

  ご父兄の方々みんな、川に近づくなと言っちゃうと、これまた違う話だと思う。 

岩井委員長 

 ・その辺、再度改良区と打合せをさせて頂きながら、何とか趣旨を理解して頂けるよう
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に検討を進めたいと思う。 

事務局 

 ・昨年も同じような話の中で、検討しますと言うことで、今回こういう形で出させて頂

いたのですが、結果的に見ますと同じ事をもう一年引き続くということになる。 

正直言ってどういう方向性がいいのか、なかなか出しづらい。 

  皆さんのご意見もそれぞれありますし、当然改良区としては、施設の管理者として位

置づけを考えると確かに、立入禁止というのは、言葉は乱暴なのかもしれないですが、

当然施設の管理する側としては、柔らかい言葉の使いようが、正直言ってあまりない

というのが現実だと思う。 

  広報で流して頂くということが前提にあれば、堅いイメージで立入禁止という表現な

のかもしれないですが、町内の方にそういう形で流せば、学校だけでなくて町内の方

にもそういう広報が出来るということで、工法的には出来れば今回提案しているイメ

ージの形で注意看板といいますか、看板はさせて頂きたい。 

安田委員 

 ・海外で標識みたいな感じで人が滑ったような絵、穴に転落するような絵を描いてデイ

ンジャーって書いてあるんです。 

  要するに危険って言って、こういうふうなことが危険なんだよと言うのが、目で見て

分かるように書くと意外と人は警戒しますよね。 

  子供が小さくても高齢の方でも。 

そういう、もう一つ二つの工夫を考えてもいいのかな。 

事務局 

 ・言葉としては、こういう形ですけど、デザインをどうするかは、まだ決めていないの

で、立入禁止といいながらどういう形でというのを絵で表現するとかは、可能ですし

別に入口の近い所に２種類の形で警鐘することだとかは可能だと思うんですが、先程

の形のままで行くと正直言ってどういう検討をしたらよいのか決まらない。 

岩井委員長 

 ・委員の皆さんは、もっと違う方がよいのではないかと言う意見であり、立入禁止とい

う言葉そのものは、ちょっと強すぎるのではないかと言うことですから、施工者とし

ての考え方も十分わかりますが、その辺なるべく時間を置かないように、私共も改良

区と再度協議して決定すれば、速やかにお伝えします。 

事務局 

 ・物がないと多分どういうイメージかというのも解りませんので、改良区と相談してイ

メージ図を作り上げて見て頂くように進めます。 

岩井委員長 

 ・わかりました。 

  私共も改良区と打合せを早急に進めて、時間を掛けずに結論を出したいと思います。 
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  その他に上徳富第２幹線頭首工については、よろしいでしょうか。 

  次に、吉野頭首工について説明願います。 

事務局 

 ・先程、上徳富第２幹線頭首工で水を取り入れる式の高さの設定のことについて、吉野

にも関連する資料がありましたので、その説明を先にさせて頂きます。 

  魚道入口の写真を何時撮ったのかという横井委員の質問がございましたが、資料の４

ページを見て下さい。 

  これは、先程の渇水期に撮った時の状況です。 

  この時、魚道に入ってきている水位の標高がわかっています。 

32.12m です。 

本来、ゲートが立っていますと 32.32m の高さです。 

従って、右側に写真を付けていますが、この時は取水堰のゲートを倒した状態です。 

この施設自体は、今時点は、暫定的な状態です。というのは、上流に出来ます徳富ダ

ムが農業利水の管理をします。そうしますと普通期、代掻き期とも別な水の流れでこ

ることになります。 

今回の魚道の設計は、徳富ダムが完成した後の状態での設計になっていますので、改

良区の維持管理のことも含めて、何年後か徳富ダムが完成して、きちんとした利水が

行われている状態になった時に、魚道の流況を見て、どうしようと考える場面が出て

くるかと思います。 

 ・３ページ、吉野頭首工の副ダム位置の変更ですが、エプロンの下流側にブロックを置

いて水を溜めるということで、当初３ページに書いてあるようなブロック配置を考え

ていました。 

実際どういう流況になるのかは適当な式がなくて、安田先生から類似事例等の解析結

果から提案を頂き、それに沿うように形状変更をしています。 

  変更内容ですが、大きくは２点です。 

  配置の変更で、前回 1m50cm のブロックを 60cm の隙間を空けて配置をしていたが、

渇水期になると 5cm～10cm 位の水深しかないので、60cm の隙間を 25cm にするとい

うことです。 

  ブロックはアンカーで固定しており、当初、上流側に傾斜を付けてスムーズな流れを

考えていたが、逆に水を飛ばすことが問題であるという指摘を頂き、垂直面を上流側

に向け、傾斜面は下流側にするというふうに向きを逆にしています。 

  構造体としての安定性を高めるために、当初平らなところにブロックを置いていたが、

5cm 程度埋め込む形に変更した。 

  順序が逆になりましたが、４ページに実際に上徳富で設置した副ダム壁の流況を示し

ています。 

  ４ページは渇水時の状態、５ページはブロックが水没した状態です。 
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  実際設置します吉野頭首工、左上は一昨年ですが、右の３枚は昨年度の流況です。 

  吉野頭首工については、上徳富と違いましてローラーゲートなので、必ず下がった状

態、尚かつ下流域で沢山取水をしますので、かなりの流量でゲートの上を越流してい

ます。 

  今回の構造変更と合わせて下流側には、十分な水クッションが作られるというふうに

考えます。 

  ７ページから９ページまでは、安田先生から類似構造物の事例、水理解析結果を頂い

たものです。 

  10 ページは、間隔を詰めたものを正面から見た形になっています。 

  副ダムについては、以上です。 

岩井委員長 

 ・２番目の吉野頭首工副ダムについて、再検討の説明がありました。 

  この件につきまして、何か意見等がありますか。 

安田委員 

 ・補足させて頂きます。 

  ７～９ページの箇所は、先程説明のあった副ダムを置いた時に水が溜まるかどうか、

水量が変わった時にどうかなど、具体的に示すために７ページの左側に写真が載って

いるが、これは横浜市の帷子川で施工された事例ですが、これをするにあたって簡単

な実験をして、鋼板と鋼板の間に隙間から水が流れる時の水量をどういうふうに計算

するのか、いい例がなかったので、それを実験してその右側に実験結果が出ています。 

  具体的に吉野頭首工の揚水堰にあてはめるために、8 ページ９ページと計算した結果が

以降に出ています。 

  事例を紹介しただけでなく、実際にどういうふうになるのか示したのが８ページ９ペ

ージです。 

岩井委員長 

 ・鋼板と説明されていましたが、コンクリートではなく鋼板なんですか。 

安田委員 

 ・横浜の方でやられたのは鋼板です。 

  始めに作られていて、階段工になっているんですが、実は市街地の中です。 

  落差 20cm 位の階段で水が流れますと白い絨毯みたいになって結構音が反響するんで

す。 

  そうすると周りから普段だとそんな音聞いたことがないのが、こんなのが出来たこと

によって、凄い音が鳴っているということもあって、Ｌ型鋼板で堰き上げて緩い流れ

を作って、一つ一つ落としてあげて音を軽減するということで、実際に音が軽減して

それ以来苦情が来なくなった。 

  今回、副ダムによってどう応用できるのかというとＬ型鋼板と同じように、どれくら
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い隙間を開けるといいのか、開けるとどの位の水量で水が溜まるのか予想できるので

応用した。 

  Ｌ型鋼板でなくともコンクリートのブロックでも、ある程度同じような傾向が得られ

るので、それを適用した。 

岩井委員長 

 ・安田先生から補足の説明もありましたが、これについて何か質問等あればお願いをし

たいと思います。 

  無いようですので、次の西徳富第４幹線に説明をして頂いて、最後にまた全体を通し

てお聞きしたいと思います。 

 ・次に西徳富第４幹線頭首工の隔壁の切欠き構造と護床工について、説明をお願い致し

ます。 

事務局 

 ・西徳富第４幹線頭首工の構造変更について、説明をさせて頂きます。 

  11 ページは、昨年度の西徳富第４幹線頭首工の流況の写真です。 

  上２枚の写真がかんがい期、取水期間です。 

７月１６日に撮った状況の写真です。 

  下の写真が、非かんがい期、９月２２日で転倒ゲートは、倒れています。 

  西徳富の特徴としては、かんがい期に土砂吐きは通常立っているんですが、多少傾倒

させていて、かんがい期でも土砂吐きから、かなりの流量が流れているというのが昨

年の状況です。 

  これは、写真で見ますと土砂吐きの更に手前側に用水の取水口があるものですから上

流で堰き止められた水を用水の取水口側に引っ張るといったような意味合いで土砂吐

きが多少傾けられるということであろうかと思われます。 

 ・構造変更の中身について、説明させて頂きます。 

  第１点目ですけども、かんがい期魚道と非かんがい期魚道が接続する部分の最上流の

隔壁の形状です。 

  現設計では、１：２ということで寝かせていました。 

  １：２に寝かせて、かんがい期魚道から非かんがい期魚道に水の流れとしては、直角

に１回折れますので、そこの部分の土砂排出を容易にしようということで、１：２に

考えたのですが、通常洪水時も含めた魚道が通る所の流況を考えると先程の副ダムと

同じですけども水はジャンプするということで、むしろ悪さをすることが多いのでは

ないかという指摘がありまして、この部分については、他の魚道と同じように直壁と

しました。 

  これが構造変更の１点目です。 

 ・次に 12 ページ、隔壁の切欠きの形状です。 

  ここは、かんがい期と非かんがい期が共通で流れる部分があります。 
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  この部分の切欠きの形状について、かんがい期、非かんがい期とそれぞれに、代掻き

期、普通期、平水時、放水時といったような水文量、水が多い時、少ない時それぞれ

のかんがい期、非かんがい期等にあったものですから、４つの水位を仮定して設計を

しました。 

  そのため、元々２段の切欠きの形状で、それぞれ細かい対応をさせようということで

考えていたんですけども、切欠きから切欠きに移る部分で水が落ちていく時に、躯体

から水が離れてしまう、剥離流が出る可能性があるといったようなことで、必ずしも

流況としては好ましくないということ、それと２段を１段にした場合、水位の差、水

深の差が数 cm ということなものですから、これについては、さほど拘る必要はない。 

  尚かつ、河川自体がいつも一定の水位で流れるわけではありませんので、これについ

ては１段にして良いのではということで構造としてシンプルにしました。 

  これが２点目です。 

 ・３点目の変更点ですけれど、頭首工下流の護床です。 

  黒ハッチの部分をスキ取るという当初計画でしたが、現況の流況を見ますとそんなに

大きくする必要はないんではないかと、河川の工事ではありませんのでというような

指摘がありました。 

  再度検討しまして、河川構造令でいわれている屈曲部の角度 13°というのがあるんで

すけど、これを守りながら、最小範囲で下流側の床ざらいではないけど、整形をして

魚道の方にすり付けるという計画にしています。 

  具体的に今言いましたのは、西徳富第４幹線頭首工の下流側の、この赤く囲った部分

です。この部分について全部取ってしまうということではなく、表面を川の中央に向

けてすり付けるという計画です。 

  これは、下流側から見た写真がこれなんですけども、これも同じように赤い点線で囲

った部分、ここの部分をこれも全部ではないんですけど、すり付けるような形でスキ

取るという計画に変更を考えています。 以上です。 

岩井委員長 

 ・特になければ、全体を通して何かありますか。 

安田委員 

 ・前にも同じようなことは言ったのですが、一応こういう形で検討を加えて改良してい

くとゆうことですが、もう少し長い目で様子を見て、再度検討の余地があるとすれば、

それなりに手を加えていく必要があると思いますので、これで全部決着ついたという

ようなことではないと思いますので、是非長い目で今年は流況確認を含めて視してい

きたいと思います。 

岩井委員長 

 ・安田先生からお話しがありましたように、今回検討して頂いてこれがコンクリートで

はないんだということで、今後は現状を見ながら、おかしいですとか、より良い方向
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性があるのであれば、それなりの改良を加えていきたいというふうなことですから、

方向性を持って進めていければ、というふうに纏めていきたいと思います。 

  それでは、（３）の意見交換につきましては、以上で閉じさせて頂きたいと思います。 

 ・次に４番目の魚道効果の調査結果報告、これにつきまして杉若委員から発表を頂きた

いと思います。 

  よろしくお願いします。 

杉若委員 

 ・さけます・内水面水産試験場に名称が変わりました。杉若でございます。 

  昨年、平成 22 年に実施した、上徳富第２幹線頭首工魚道の効果を検討するための調査

結果報告ということですが、最初にお断りしておきますが、通常私共が魚道の効果を

調査する際には、魚道が完成してから１年或いは１年半たった時点で、きちっと機能

しているかどうか、通水条件、中の流況の環境条件を含めたうえで、魚類相等を調査

します。 

 ・昨年この魚道が完成して、通水期間が４ヶ月、どうしてその後調査したのかというと

普通であれば魚類の遡上というのは、短期間の通水では上りません。 

  検討会もあるので、何らかの形で調査をしておかないとならないだろうと事前調査も

兼ねて、通水期間が終わった９月 27 日、28 日の時期に調査をしました。 

というのは、よく魚道の効果というのは、サクラマスの遡上で判断されるんですけど

も、石狩川水系で９月中旬から下旬に産卵期がある、その産卵床の数で、親魚を捕ま

える或いは目視するのは難しいので産卵床を探す。 

  あれば、ある程度サクラマスの親魚が上ったと証拠になるだろうということで、この

時期に設定した経緯があります。 

  結果から申し上げると、上徳富第２幹線頭首工に昨年度設置された魚道の効果が見ら

れるような事象は得られておりません。 

 ・１ページ目地図がございます、上徳富第２幹線頭首工の上に３箇所、定線を設置して

投網と電気ショッカーで魚を採捕しました。 

  この３箇所というのは、前の年に実施した調査と同じ場所になります。 

  前の年は魚道の効果、魚類相が変化する定性的な変化と魚道を魚が沢山上ることによ

って魚の生息尾数が増える或いは減ってくる定量的な変化の２つを指標として私共行

っております。 

  ただ、先程申し上げたように、まだ効果は多分出ていないだろうということで、この

３箇所において、簡単というと語弊がありますけども魚類の採捕を行って生息してい

る魚の種類を調べましょうと、それを前年度の結果と比較しましょうということで行

っております。 

 ・次のページをご覧下さい。 

  ここに昨年釣られた魚類、ウグイ類、フクドジョウ、ドジョウ、ヨシノボリ、スナヤ
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ツメ、この５種類が確認されております。 

  その下の表２、その前の年、平成 21 年に実施した同じ場所で捕られた魚類と違うかど

うかということを示しております。 

  定点によって、スジエビが捕られていない、或いはスナヤツメが捕られていないとい

うところはありますが基本的には、21 年と 22 年で魚類相には変化がありませんでした。 

  21 年の調査の時には、上徳富第２幹線頭首工の下でタイリクバラタナゴ、ジュズカケ

ハゼ、モツゴとかいった魚種が採捕されています。 

若しかして上がっているかなと期待していたが、それらの魚種は上がっていませんで

した。 

  他の調査で例えば、フナ、銀ブナとか、サクラマス、ヤマベ、カワヤツメの幼魚など

の魚種についても上には、上っていない。 

  この魚道の効果を評価するという指標種にサクラマスのほかにカワヤツメ、いわゆる

ヤツメウナギがいます。 

サクラマスは、一番最初に申し上げたように、９月の 29 日、上徳富第２幹線頭首工か

ら上の徳富川頭首工の間、約３km の区間を歩いて産卵床があるかどうか、ちょうどサ

ケが上る時期なので８月いっぱい通水したということであれば、場合によっては、成

熟の早いサケが上っていく可能性もあるので歩いて産卵床を確認のため踏査したが、

産卵床も親魚も見つかってはおりません。 

  21 年度の調査の時に頭首工の下までサケは来ていますので、時間が立てば上る可能性

はあります。 

  もう一つの指標種のカワヤツメに関しては、通水期間に親魚が上っている可能性はあ

ります。 

ただ、産卵して幼生が非常に小さいので昨年は、調査しても見つかりませんでした。 

  今年、夏あるいは秋に幼生が４cm～５cm に成長しますので、いるかいないかで判断が

出来ると思います。 

  カワヤツメの産卵期は５月～６月に掛けてです。 

通水期間に上がるというよりも今年の春に産卵するヤツメが８月頃、上っている可能

性や９月か 10 月上旬に川を上っていることも頭に入れています。 

  昨年の秋に上った個体がいれば、今年の春、産卵しますし今年の通水時期に上った個

体がいれば５月、６月に産卵するというふうに考えます。 

  サクラマスもそうですがもう少し、特に、カワヤツメに関しては、２～３年というス

パンで見守っていく必要があると考えています。 

  今年９月あるいは 10 月頃に調査をしようと考えています。 

岩井委員長 

 ・杉若委員から報告のありました件について、皆様から質問等があればお願いしたいと

思います。 
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安田委員 

 ・一つ間違ってはいけないことは、魚道の効果というところの話なんですが、河川自体

が生息産卵にあまり適していない状況の中、河川での産卵調査イコール魚道の効果、

有り無しというのと 1 対 1 はしないということです。 

  今回、始めにご指摘のあった魚道の中で、あまり水が流れていないとか、やっぱりそ

っちの方がむしろ魚道の機能として可笑しいというふうなところの指摘の方がむしろ

的を射ている。ですから、魚道として本来の計画に対してどういうふうに物理環境が

ちゃんと整っているのか、物理環境として出来ているのか、という部分が魚道の本来

の効果なんです。 

  河川の環境によって、例えば、徳富川は大分砂利を採取されて岩盤が出ているほど非

常に川自身があまり良くなくなってきている。 

サケ・マスにとって、果たして魅力ある河川になっているのか、若しくは、カワヤツ

メもそうですが、そういうところは、川の整理を含めて良くしないと魚道っていうの

はあくまでもバイパスですので横断工作物前後での移動環境を促進させるだけであっ

て、それイコール川の環境が劇的に良くなる話ではない。 

河川自体を良くしないと川は良くならないっていうのは、間違いないことで、それと

魚道そのものの善し悪しというのは次元が違う。 

  今回は魚道の運用があまり良くないというところがあったので、そこはちゃんと見て、

そばに来た場合には、円滑に上れるような環境にしてあげる。 

若しくは、下りられる環境に本来してあげるというのが大切なことだと認識していま

す。 

杉若委員 

 ・付け加えていいます。 

上徳富の上は、サクラマスの生息環境としては、あまり良くない。 

ただ、カワヤツメに関しては、幼生の生息場所は残されている。 

安田委員 

 ・ピリカダムの下流側を見ると非常に悪い環境がいっぱいあるんです。 

  段差があったり、実際、サケ・サクラマスとかに発信器を掛けて追跡調査をしている

例も実はあって、そうすると途中まで来るが引き返すんです。 

  産卵に適したところがないと引き返すというようなこともあって、途中の経路で良く

ない環境が続いていると上の方へ上ってくるまでに諦めてしまうというようなことも

あり得るので、川をとにかく良くさせない限り、魚道はあくまでも手段ですから魚道

で川の善し悪しが決まるわけではなくて、川が良くなって更に魚種がそこに色々なの

がいて、それが横断工作物周辺に相当溜まっているとその辺でかなり阻害になってい

るということであれば、魚道としての機能がおかしいとなる。 

その周辺にも余りないとなるとそれは違う話となる。 
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どちらかで良いのではなく、両方考えないといけない、だから、今回は魚道整備後の

調査ということになる。 

森下委員 

 ・吉野頭首工の下流の方は、確かに岩盤がほとんどで砂利層がないというのはわかりま

すけど、その上の西徳富第４幹線頭首工あたりの方は、砂利がいっぱいあって産卵床

に向いているのではないかということで、二つの魚道が出来た何年か、おそらくサク

ラマスが上がって産卵すると先生が言ったように長い目で見ていかなければならない

と思っているので、夢を捨てないで頑張っていきたいと思っています。 

 ・一つ先生にお聞きしたいのですが、例えば、ヤマメ、サクラマスなどの放流を新十津

川町の砂金沢川でやっているんですが、あれを魚道が出来たら徳富川の上の方で放流

したらどうだろうか。 

  ＤＮＡでどうのこうのという非常に細かいことがありますけれども空知川の苗川とい

う幅が２ｍで長さが１ｋｍもないような川で、サクラマスが上がって産卵床もあるん

です。 

そこから持ってきてこちらの放すということはどうなんでしょうか。 

杉若委員 

 ・地場のものを持ってきても問題ないが、もう少し待って頂かないと魚道の効果が出て

きていません。 

森下委員 

 ・孵化したものを持ってきているので心配なんです。 

杉若委員 

 ・それは止めた方がいいです。 

  昨年の検討会でもお話をしたと思いますが、遺伝的な撹乱が起こる可能性もある。 

どこの生まれかわからないもの或いは、わかっていても全く違うところのものは放流

しない。 

安田委員 

 ・河床において段々岩盤が出ているというのは、土砂の生産が非常に少なくなっている。 

やはり、森林も全部全体で考えたときに、緑がかつての明治とか江戸とか長い年代で

考えると緑は確実に増えている。 

そうすると雨が降って荒廃地ですと雨が降ると結構土砂は流れきやすかった。 

これだけ緑が増えてくると、ちょっとした雨が降ってもそんなに土砂は流れてこなく

なった。 

だけども、土砂が相当出てきた当時を狙って堰堤等を作られていますので、それに見

合った堰堤になっている。 

ですから、今の緑が豊富なときの土砂の生産に対して堰堤のあり方がどうなのかとい

うのは、実は考えないといけないターニングポイントにきている。 
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そういう意味では、徳富川にどうやって土砂の供給を促すか。 

例えば、河川整備をしましょうたって岩盤だらけのやつをどうやって整備するのか。

もう一回掘り返すのかとか、そんな話をしているのではなく山からどうやって土砂を

供給させるのか。 

  その辺のことを考えて河川整備をやらないと川は良くならないし、色んなもの期待し

たって、期待したものが来るわけがないって言ってしまえばそれまでなんですね。 

ですからそもそもそういうところから徳富川全体の中での川を考えましょうといった

場合には実はそういったところが重要なんです。 

  その中での手段として作ったものが、前後諸関係ちゃんと移動できてるよね。 

  その辺の時期を見計らって効果を含めて移動している環境がどうかと見ないとこの劣

悪な環境に近いようなところで来るか来ないかっていってもかなり厳しい話ですよね。 

  そういうところは、もう少し河川関係の整備を出来る関係者の方にも徳富川のことを

よく考えて頂いて河川整備を手伝って頂ければありがたいなと頭首工だけ頑張っても

しょうがないなという感じはします。 

嵯峨委員 

 ・難しい問題ですね。 

  河川改修ですけれども、局所的な環境には配慮しているが、流域全体の土砂供給まで

は考慮していない。これからそういうことも必要となろうかと思いますが、ちょっと、

まだそこまではいっていない段階です。やはり、洪水対策とかが第一目的となってい

ます。 

安田委員 

 ・洪水流を利用した考えに中に、その管理施設指揮者が全然違いますよね。 

  国の管理と自治体の管理と、しかも国の管理の中にも林野庁の管理と開発局の管理と

そういうふうにセクションによって管理の仕方が違うわけです。 

  そうするとその中でどこをどう上手く手を入れることが土砂の移動に還元できるのか。

それが、洪水が発生したときに異常堆積、異常な洗堀が起きないようにするためには、

どういう手立てが必要なのか。 

これは急ハンドルをきれない話なんです。 

  やはり、徐々に段階的に進めていかなければいけない。 

 ・天塩川の専門家会議の一員ですが、連絡会議というのがもう一つ違うところにあって、

道と国との間で協議をし合う場があるわけなんですけども、まだ報告会だけなんです。

私達はこういうことをこれからやりますという報告会があるだけで、技術的なもの全

体の中でのバランスとしてどこをやることが最優先してやることが、流域全体の生態

系から見て重要だとか、そういう話の次元ではないんですね。 

段階的な話ではあるんですけども急に変わることは出来ないのは当たり前なんですが、

ただし前に進める必要性は必ずあるんですね。 
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そうしないと皆さんの思っている到達には絶対行かないんです。 

そういう意味では、どう前に進められるのか議論が本当に必要で、現実的に少しずつ

でもやっていかなければいけない。 

  学問的な話だけでなく実学的な話としてやっていかないと川の関係は、元に戻らない

というか良くはならない。 

岩井委員長 

 ・４番目の魚道効果の調査結果報告、またそれに関連する意見等も頂きまして、魚道設

置だけでの解決策にはならない。 

今後は河川管理者も含めながら、それらについて私ども町もそうですが、利水関係者

や周辺の人たちとも打合せを進めていく。 

今、徳富川は改修を進めていますから今やるのが一番いんでしょうが、補助事業をや

っていますからその辺も打合せしながら出来るところから手を掛けていくことが必要

なのかと思います。 

安田委員 

 ・徳富ダムよりも下流側の河床をどう守るのか。 

  ダムがありますからどうしてもダムの上流から生産されたものは期待できない。 

  むしろ、ダムの下流側の支川ですね。 

色んなところから入ってくる支川からどうやって土砂をもらうか。 

本線だけ期待しても駄目なんです。 

本線と支川との間でどういうふうにどこから土砂を供給すればよいのか。 

  実際に凄く狭いエリアで考えると、局部的には異常に土砂が出ているからといって不

安定土砂を止めるために堰堤を造るともっと川全体が悪くなる。 

  その辺は、全体の中で土砂がどのように供給されることが、どういう役割になってき

て、どういうふうなところが河床低下を軽減できることに繋がるのか、またがって考

えない限り河川環境の改善は無理なんです。 

  治山課だけで考えるとか、河川課だけで考えるとか、農業だけで考えるとか無理なん

です。その辺は、ちゃんと協議しないといけないところです。 

岩井委員長 

 ・逆に非常に難しいというか重荷を背負ったような感じがしますが、今のご意見等を今

後に活かしていければと思います。 

 ・次に、5 番目の平成２３年度事業の予定内容の説明について、事務局からお願いします。 

事務局 

 ・北部耕地の安村といいます。 

  今日は、昼から現場確認と貴重なご意見ありがとうございます。 

  この会の意見等を参考としながら、今後の業務に反映していきたいと思います。 

  魚道整備検討会平成２３年度施工予定という資料がございますので、ご覧下さい。 
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  昨年の流れと今後の計画を含めて説明いたします。 

  平成２１年度、２２年度で上徳富第２幹線頭首工の魚道を２カ年で整備しております。 

  平成２３年度は、吉野頭首工の魚道整備を行う予定でございます。 

本来であれば、吉野頭首工と西徳富第４幹線頭首工の魚道整備を合わせて予算要求し

たが、昨今の予算の状況により１ヶ所分の予算しか認められず、吉野頭首工を平成２

３年度に整備することとなりました。 

  吉野頭首工のかんがい期用の魚道ということで、左側にバイパスの魚道を設置すると

いう形で考えております。 

  その中で、赤く塗っている部分、左側については魚道、河道内につきましては副ダム、

これを２３年度に施工となる予定でございます。 

  施工時期ですが、発注時期を平成２３年度の９月下旬から平成２４年度の３月下旬と

いう形の中で工事の発注をしたいと思います。 

  河川内工事は、河川渇水期が１２月からの工事になると思います。 

  よって、９月下旬に発注して１１月下旬までは、仮設の準備など準備工という形で取

らせて頂きます。 

実際の現地工事は、１２月１日以降からの工事となるように進めていく予定です。 

 ・次に、構造図、断面図、横断図が付いていますが、これが吉野頭首工に付く魚道の構

造となっております。 

  この辺は、今までも検討会の中でも説明されて、皆様の承認を頂いた形で設計になっ

ております。 

 ・最後のページですが、工事を進めるにあたりましての仮設の計画でございます。 

  副ダムをやるにあたっての土のう締め切り計画、１次２次締め切りでやらせて頂きた

いと思います。 

  魚道を開削するにあたって、流入口、流出口の締め切りで工事は、国道４５１号線か

ら魚道の頭首工側に仮設道路を設けて、こちらから工事用車両や資材搬入して工事を

進めていきたいと考えています。 

  簡単ではございますが、平成２３年度の工事内容の説明を終わらせて頂きます。 

岩井委員長 

 ・ありがとうございます。 

  只今の内容につきまして、ご質問等があれば、お受けしたいと思います。 

安田委員 

 ・これからの工事なので、一つだけ要望があるんですが、余水吐き要りません。 

  かんがい期用の魚道ということは、水位がどんなに上がっても代掻きの水位までなの

で、魚道から脇に溢れることはありません。 

例えば、そのくらいの水位が上がったときに土砂とか混入した場合に、排出するため

にも水量が必要ですから積極的に水を流すことを進めます。 
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  洪水期の問題については、ゲートが下がりますので魚道にもっと過剰な流量がそこだ

けに集中して入るということは、想定されませんのでその意味は多分ないと思います。 

  余水吐き自身の機能があっても、魚道内の排出機能としてそれほど機能しないと思う

ので、逆に魚道の中に土砂等が入った場合に排水を遅らせる可能性があるので、特に

作る必要がないと思いますが如何ですか。 

事務局 

 ・上徳富第２幹線頭首工の場合は、かんがい期のゲートからの設計水深が 10cm、吉野頭

首工の場合は、普通期でも約 30cm、代掻き期ですと 60cm 近くの水位がオーバーフロ

ーする計画となっています。 

従って、魚道内の水のことを考えると排除することがいいと思います。 

安田委員 

 ・普段の時の流れに対して、それだけの水量が入った場合には当然上れません。 

洪水時のときには、いわゆる生物の移動というのは考える必要はないと思います。 

  土砂等が入った場合には、排出を懸命にする必要がある。 

  あくまでも、水位がある程度収まって 20～30cm 以下になったときに、上手く上れる

ような機能であれば、よろしいと思うので、余水吐きがなくても十分機能するものだ

と思います。 

  余水吐きがないと構造上問題があるんですか。 

私は、構造上問題はないと思います。 

  上川の頭首工でも、もっと水位が上がって入ってきますが、余水吐きは付けておりま

せん。 

  それで何か問題が起きているかというと、問題は起きておりません。 

  起きているというものがあれば、事例を是非、証言してほしいと思います。 

事務局 

 ・この場ですぐ、止めますという答えも出せませんので、これについては、打合せをさ

せて頂いて、後日、説明をさせて頂きたい。 

  設計については、今年のものなので検討して、その内容を整理させて頂きたいと思い

ます。 

岩井委員長 

 ・この件につきましては、若干期間を頂いて、検討させて頂くということで、処理させ

て頂きたいと思います。 

 ・その他に何かございますか。 

  なければ、最後のその他について、事務局から説明をお願いいたします。 

事務局 

 ・事務局からご検討頂きたい件が、２件ほどあります。 

 ・１点目は、本委員会の委員にお願いをしています、委嘱期間が本年度の２３年３月３
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１日をもって切れる形になっております。 

  検討会の要領の中で基本的には、事業の完了までという形で要領は設けておりますの

で、継続して委嘱をお願いしたい。 

 ・もう１点は、本年度の開催は３月の今日行っていますが、施設が、かんがい期、非か

んがい期と上徳富第２幹線頭首工が出来上がっていますので、来年度の開催時期を同

じように、この時期で吉野頭首工の施工を見るのがいいのか。 

  逆に秋口なり、夏場の時期に、上徳富第２幹線頭首工の水が流れている状況を見て検

討頂くのがよろしいのか。 

  その点をご提案させて頂いて、ご検討頂きたい。 

岩井委員長 

 ・１点目につきましては、長沢部長の挨拶の中にもありましたが、事業期間の変更を考

えていることから、各委員の委嘱期間についても、そのまま変更して頂きたいという

ことですが、ご協力頂けますでしょうか。 

安田委員 

 ・乗っている船なので、途中で降りるのは無責任だと思っています。 

岩井委員長 

 ・ありがとうございます。 

  では、そのような内容で進めて頂きたいと思います。 

 ・２点目の今回第５回となってございますが、第６回２３年度に入りまして、１回予定

している部分について、２１年度と２２年度とも３月の開催となりました。 

それは、工事の関係もありやむを得ずということなのですが、冬の時期がいいのか、

今の魚道２ヶ所の頭首工については、今回夏場に見られるということですから、その

期間に変更しながら開催するということでは如何でしょうかということでございます。 

安田委員 

 ・ある程度魚が遡上する時の段階に、皆さんに現状を見て頂いた方がよろしいんじゃな

いでしょうか。 

  どういうことが川で起きているのか、魚道の整備された後で、どういうふうになって

いるのかっていうのを見るためにも、それは非常にいいことだと思います。 

  多分工事を見ても、おそらく専門的な話になりすぎてしまって、理解の度合いを超え

てしまう可能性もある。 

折角、そういう場を設けても雰囲気を見るだけであって、結局水が流れたときどうな

っているという話になるので、実際に水が流れているときにきて頂いた方が有効に

色々な議論が出来ると思います。 

岩井委員長 

 ・各委員さんも、そのような内容でよろしいでしょうか 

  時期的には、左岸の今日見て頂いた部分が魚道として利用されている時期にするか。 
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  反対の右岸、昨年度も見た部分でやるのかによって、内容的に変わってくると思いま

すが、今後、事務局の方と打合せをしながら、今日見て頂いた部分を秋も見るのが良

いのかと思います。 

安田委員 

 ・かんがい期と非かんがい期の転換期に行ったらどうですか。 

岩井委員長 

 ・８月の末ということですね。 

横井委員 

 ・そういうときに見て頂いた方がいいですね。 

岩井委員長 

 ・ただ、実際には、渇水や水涸れなどで８月３０日までの取水期間ということで、許可

を頂いていても延伸する場合があります。 

安田委員 

 ・その決定は、どの位前にやるのですか。 

古崎代理委員 

 ・決定は、稲の状態を見ながら、全体的で新十津川だけというわけに行かない。 

  全体的に各地域であげて、前回も渇水でやっているけど、全市町村やるので、どのく

らいとはわからない。 

岩井委員長 

 ・１ヶ月前に分かるのか、３日前くらいでないと分からないのか、それによって変わる。 

横井委員 

 ・私は、農業をやっている立場から、副参事は色々全体的なことを考えて答弁に苦しん

でいると思いますが、生産者から見ると８月いっぱいでは、通水は要らない。 

  ただ、堰を止めて流している。 

何故かというと９月に入ると稲刈りで田んぼが乾かないから圃場に水を入れる人は、

ほとんどいない。 

  余程、干ばつの時期でないと今まで過去数回しかございません。 

  本来なら安田先生からいい提案をされた中、その日１日でも放水してしまえばいいん

です。 

  この状況を見て頂ければ、例えば、ゲートを落とした時、張った時の状況をやっぱり

折角魚道を造ったことから考えて見て頂くということが、どこに問題点があるとか、

今後どういうふうに検討して改善したらいいのか、そういうことを十分見て頂きたい。 

 ・今の頭首工のところで水を使っているのは、60ha 足らずなんです。 

  全体的に何百 ha もの人々に迷惑が掛かるというところではないんです。 

  折角造って頂いた現場を見て頂けるなら、そういう期間に見て頂くのが最善策だと思

います。 
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 ・ただ、当初からこの魚道に関しては、造りっぱなし、造ったらいいということから始

まったわけではないと思います。 

  あくまでも長い将来に渡って、子供達の時代に入っても、この河川を自然環境を整え

るためにも整備しなければならないと空知支庁も考えて頂いたと思うんです。 

  そういう観点からこの上徳富第２幹線頭首工の２つの魚道が、果たしてどの程度大き

な役割を果たすのかで、吉野頭首工、西徳富第４幹線頭首工の魚道にも影響が出てく

るんです。 

  上がらない魚道で魚が遡上しない魚道は私達は必要ないんです。 

  そういうことも踏まえて時期を検討して頂きたい。 

岩井委員長 

 ・一応、ゲートを上げる時期を目途として予定させて頂き、状況によっては、やむを得

ない場合も出てこようとは思いますが、改良区、総合振興局とも打合せをしながら、

皆様にご案内を差し上げるということで、基本的には、８月末日頃ということで、予

定を入れておいて頂きたいと思います。 

安田委員 

 ・万一、その辺の境界近くが難しいようでしたら、私が両方見ますので報告するなら後

の方がいいですね。 

  要するに、かんがい期が終わって非かんがい期に確実に入ったところでやった方がい

い。 

そうすると、かんがい期の話も併せて見えますので、もし難しければですけどね。 

岩井委員長 

 ・分かりました。 

  その方向で進めて頂きたいと思います。 

横井委員 

 ・私の方からもう一点、その他ということなんですけども、図面上ここにも記載されて

いるんですけれども先程もお話しがありました、安全的な見地から管理のための階段

ですが、築堤に階段が付くようになっていますが、これらは、何時付く予定になって

いるのか。 

  安全対策が決まらない間は、危険防止のためにも階段はまだ付けられないという考え

なのか。 

  今年春以降、雪解け以降に付けるのか。 

魚道を見に行くのに、転げ落ちるような状況などもあります。 

 ・もう一点、今の階段を付ける場所の近辺ですが、魚の関係で５月頃来ている人たちが、

何台か車を止めているが、農家の方々が田んぼを作るために築堤を車で走るのに支障

になっています。 

  それで、私は利用していませんが、残土や川に工事の関係で土のうを積んでいますが、
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橋の方にもう少し行って、駐車場というか車を止める場所を広げるような考えは、と

れないでしょうか。 

  今、即答はいいですけれども土現と話をして、そういうことも考えて頂けないと車が

止まっていて作業に影響して苦情の原因になるおそれがあります。 

  もうちょっと、幅員を膨らましてほしい。 

  私も地域の住民として、お願いしたいと思っています。 

事務局 

 ・１点目の階段と安全看板の関係は、今年の工事で設置します。 

  ３月末までに階段と看板については、設置する考えでおります。 

 ・２点目、駐車スペースですが、河川管理の位置付けになりますので、そのことについ

ては即答出来ませんので、要望として承ります。 

横井委員 

 ・昨年、作業するのにかなり築堤に肉付けしているけれども、きれいに持って行ってし

まったので、これ位あったらいいなという感じが無くなったものですから。 

事務局 

 ・私達も農作業で通るときに支障にならないように、隅に寄せて車を止めますので、そ

ういうような形でよろしくお願いします。 

横井委員 

 ・もう一点、今日見た左岸側ですが、魚道を見に行くのに道路の状況でかなり向こうか

ら入ってこなければならないので、法面の上から降りられるような階段等の考え方は

出来ないでしょうか。 

事務局 

 ・同じく反対側の堤防ですね。 

  里見大橋の左岸側の所から人が歩いて行くには、入っていけるかと思いますが、かな

り近くまで水田も使われている状況もありますので、現状車で入っていくのは無理が

あって、それが不可能なことから今回の工事用道路も迂回した経緯があります。 

  人が歩くには、昔の獣道のようななごりもあるんですが、河川内の堤防に本事業で階

段を付けるのは難しい。 

横井委員 

 ・人間が降りたり、登ったり出来るようなものがあれば、折角手摺りや柵があって、大

きなプールの中に魚が遡上しているのを確認出来る。 

  今日のコースで歩くとなると、ちょっと便宜性も図って頂ければということで、お話

しをさせて頂きました。 

岩井委員長 

 ・よろしいでしょうか。 

  他にないようなので、これで本日の検討会を終了させて頂きます。 
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  本日は、時節柄何かとお忙しい中、ご参集頂き大変ありがとうございます。 

  また、現地確認や活発なご意見等、慎重の中にも進めて頂きました。 

  大変ありがとうございました。 

  これをもちまして、第５回新十津川地区魚道整備検討会を終了させて頂きます。 

  大変ご苦労さまでした。 

 


