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第６回 平成２３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６回魚道整備検討会について 

１）第５回魚道整備検討内容報告 

２）上徳富第２幹線頭首工の魚道現地確認 

３）各魚道の検討課題及び意見交換について 

○上徳富第２幹線頭首工について 

○吉野頭首工について 

○西徳富第４幹線頭首工について 

４）魚類相調査の結果報告 

５）今後の事業予定内容説明 

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５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。 

第６回の魚道整備検討会に入らせて頂きますが、１番目の第５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５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、第５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５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。 

最初に第４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」、「各頭首工の魚道構造」、「総富地川支流砂金沢
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川の魚道整備の情報提供」、「水産孵化場との共同調査報告」、「その他」以上の項目に

ついて、それぞれ意見交換して頂き、次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、「角落としの天端と余水吐の高さ」、「安全対策」の

再検討。 

  吉野頭首工については、「副ダム位置」の再検討。 

  西徳富第４幹線頭首工については、「切欠き構造」と「魚道護床工の現況水位と計画河

床」の再検討。 

以上、第４回の議事内容を説明。 

・上徳富第２幹線頭首工の非かんがい期用の工事中魚道を確認して頂きました。 

会場に戻り引き続き、各魚道の検討課題と意見交換を行いました。 

・上徳富第２幹線頭首工かんがい期用魚道について、角落としの天端と余水吐きの高さ

の根拠と目的を説明し、意見交換としては、「魚道内の流量が少ない」、「転倒ゲートが

完全に上がっていない」、現地を確認して再検討すること。続いて、安全対策に係るグ

レーチング・安全柵・看板等の設置を説明し、「立入禁止の看板は入ってはいけないと

なるので検討して頂きたい」、看板の文言について再検討する。 

 ・吉野頭首工副ダム位置を説明。これにつきましては、安田先生から事例を紹介して頂

き説明させて頂きました。 

 ・西徳富第４幹線頭首工については、最上流の隔壁の形状、切欠き構造、魚道護岸工の

現況水位と計画河床の変更を説明し、特に問題がないと言うことになりました。 

  それぞれ、３つの頭首工の関係の全体を通して、「再度検討の余地があれば、手をかけ

る必要がある」、「今後は流況確認を行う」、「方向性を持って進める」という意見交換

が行われた。 

 ・魚道効果の調査結果報告について、さけます内水面水産試験場より調査内容の報告を

し、意見交換として、「川自体を良くしないとならない」、「上流で放流したらどうか」、

「河川関係者にも河川整備を手伝って頂きたい」、「河川環境の改善は、治山・河川・

農業と協議が必要」などの意見がありました。 

 ・平成２３年度に行う事業内容の説明を行い、安田先生より魚道の構造について、余水

吐きは必要がないのではないかとご意見を頂いた。 

 ・その他で、検討会委員の継続の依頼をし、全会一致で了承された。 

  次回の開催時期の検討で、魚道がかんがい期と非かんがい期とそれぞれあり、何時の

時期がよいのかと言うことで、転換期に行うのがよいと意見があり、事務局で協議し

て決定する。 

  築堤に何時階段が付くのかという質問があり、今年度の３月末までに設置される。 

  また、併せて魚道の近くに駐車場は出来ないのかという質問に、要望として承ると回

答した。 

 ・今後の検討課題について、上徳富第２幹線頭首工については、「転倒ゲートの管理手法
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の検討」、「隔壁に水抜きの開口部を検討」、「非かんがい期魚道の減勢工を検討」以上

の３つの検討結果。 

吉野頭首工と西徳富第４幹線頭首工については、「余水吐きの検討」を行うという検討

内容になっております。 

  以上で検討結果の説明について、終わらせて頂きます。 

  

岩井委員長 

 ・只今、説明が終わりました。 

この件に関しまして、ご意見ご質問等があれば承ります。 

よろしいですか。 

１番目の第５回魚道整備検討内容の報告については、確認されましたので、報告済み

と致します。 

 

３－２）上徳富第２幹線頭首工について 

  ２番目の上徳富第２幹線頭首工の魚道現地確認について、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。 

  非かんがい期魚道とかんがい期魚道それぞれ見て頂きまして、こちらに戻って検討会

を進めさせて頂きたいと思います。 

  戻りは、15:00 前に戻り 10 分程度休憩をして 15:00 から続きを始める予定とします。 

 

（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 

 ・現地の見学、大変ご苦労さまでした。 

会議を再開させて頂きます。 

議題の３番目、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願いし

ます。 

事務局 

 ・前回の課題がそれぞれの頭首工でございますので、上徳富第２幹線頭首工、吉野頭首

工、西徳富第４幹線頭首工と頭首工毎に１件毎ご説明申し上げまして、ご検討頂きた

いと思います。 

  検討内容につきましては、ルーラルエンジニアより説明致しますので、よろしくお願
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い致します。 

 

３－３）①上徳富第２幹線頭首工について 

事務局 

 ・ルーラルエンジニアの大沢です。 

昨年、指摘を頂きました各課題について、検討した結果を報告させて頂きます。 

上徳富第２幹線頭首工に拘わる検討内容で３点あります。 

・1 点目は、取水ゲートの管理ということで、かんがい期魚道に流れる水量が少ないとい

う委員からの指摘がありました。 

その中で、取水時期のゲート管理に課題があるのではないかということで指摘を頂き

ました。 

これについては、従来、可動堰のゲートをやや傾けた形で取水量の調節をしていまし

たが、可動堰については直立させることを基本としまして、取水量は取水ゲートを可

動させることで調整することを検討致しました。 

可動堰と取水ゲートの写真が２頁にあります。 

３頁は、取水ゲートでの取水量の調整方法の検討結果です。 

水理計算でゲート開度を 20mm の場合、何㎥の水が用水路に入るのかを計算したもの

です。 

これを改良区に提示しまして、各期別に必要量を確保するのにゲート開度を何 mm に

したらよいのか、これを目安として使って頂いて、実際には取水ゲートの操作をしな

がら適切な取水量が取れるように、今年の８月以降対応を取って頂いております。 

実際に、ゲート開度と用水量との関係については、データを蓄積するかたちで、来年

度以降の管理に役立てていくことで進めています。 

 ・２点目４頁です。 

かんがい期間が終わりまして落水した際に、魚道内に留まった魚を川に戻す必要があ

るとの指摘がありました。 

  設計段階ではありますけれど、各隔壁に 10cm の穴を設けるということで、現在検討し

ております。 

  但し、かんがい期魚道については、取水ゲートの下に穴を開けることになりますので

最上流については、穴を設けません。 

２つ目の段から下流の隔壁については、穴を開けて落水時に水が抜けるのと合わせて

魚も一緒に脱出できる構造を考えています。 

  非かんがい期魚道も同じように穴を開けますけれど、これについては農業用利水に影

響ありませんので、一番上の隔壁から全て穴を開けて、かんがい期に土砂吐ゲートが

降りた時点で水が抜けるという構造を考えています。 

・３点目、今日見て頂いた非かんがい期魚道の下流側の河道との接続に拘わる検討です。
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写真は、８月末の写真を付けました。 

今日見て頂き、かなり流量が多い状況ですが、平水時は、このような流量で流れてい

ます。 

問題となっていますのは、非かんがい期魚道末端の落差です。 

現況では、川の水面から 75cm 程度の落差があります。このままでは、魚類の遡上が困

難であるため、これの解消を図ろうとしたものです。 

検討しましたタイプが３案、６頁にあります。 

第１案が、このまま魚道の全幅を下げていく案です。 

現況、75cm 落差を解消するということですから４段の魚道工を延長するということに

なります。 

現在の護床工は、更にその下流側に付けます。 

留意点として書きましたけど、現況魚道工末端の落差は解消されますが、左岸側の崖

にブロックがランダムに積んでありますので、それを弄ることになりますので、これ

の安定も併せて対策を取る必要があるということになります。 

第２案は、護岸ブロックの方には、手を付けないで川の真ん中側半分、これだけにつ

いて同じように魚道工を延長して川と擦り付けるというものです。 

半分しか来ませんので河川側を魚が上ることがないように、下流側には魚止めのため

の落差工、それと現況取付桝、魚道工の上流側には、今のままですと直壁が立つだけ

なものですからこれも傾斜を付けて１／２の断面の魚道工に水を流すというような細

工をして魚道工を設置するものです。 

ただ、大変複雑な形状であり、流況については予測が難しいと言えます。 

第３案は、側壁を延長して、尚且つ現況の落差のところに減勢工を設けるというタイ

プです。 

側壁については、河道側のみを同じように１：２の勾配を持って擦り付けることを考

えています。 

この場合は、側壁で水が横に抜けるのが拘束されるので、現況と同じような落差には

ならないと思いますけれども両側壁を延長するものに比べると現況魚道工の末端では、

落差が残るというふうに考えられます。 

それと減勢工として現況のブロックを利用した形を考えておりますけれど、これが若

干下がることになりますので、そのブロックを下げたときの護岸側のブロックの安定

性といったものについても検討が必要になると思います。 

以上申し上げた３点について、７、８、９と図面で表示をしております。 

第３案の減勢工については、10 頁に安田先生が模型実験で示されています。 

減勢工の流況に関するグラフを参考にして、堀込みの深さ、エプロンの長さ、全体の

減勢工の長さを決めております。 

ただし、実験では、躯体というイメージですけども今回は、既に布設されている護岸
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ブロックをこの形に合わせて並べるということで対応しています。 

以上、上徳富第２幹線頭首工に関する検討の結果です。 

岩井委員長 

 ・では、第１番目の上徳富第２幹線頭首工についての検討の結果について、説明があり

ましたが、これについて、ご意見を伺いたいと思います。 

安田委員 

・今説明にあった３点の中で取水ゲートの管理については、説明があったとおり提案さ

れたゲートによる調整、流量関係図ですが、こちらの方に基づいてチェックをしなが

ら様子を見ていくことで良いと思います。 

 ・通水しないときのプール内の排水孔の設置についても前回議論したとおりであります

ので、これも大きな問題はないと思います。 

・３番目にあげた上徳富第２幹線頭首工の下流側の接続の環境についてなんですけども

どちらにしても今日現地で見ても分かりましたけども下流側に延長して物を造るのは、

かなり難しい話しではないか。 

 特に、今の段階でも水面差が随分大きく付いておりますので、流量が下がったとして

も上下流の水面差が、大きく変わるとは思えません。 

 それを解消しようとすると段階的に構造物を色々入れたりすることになって、河川管

理側との協議が結構難航しそうな気配があります。 

 そこで、現地で見て全然違った視点で提案していきたいと思いました。現地でも少し

関係者に話をしたのですが、今の魚道の脇の水叩き側にコンクリートブロックが突出

してあると思いますが、あそこの方に今の魚道を垂直に曲げて水叩きの方に導水路を

造っていくと右岸側の方では、かなり中央部より少し右よりですけど堆積している箇

所があります。 

 その段階では、水面差というか、大きな段差がついている状況ではないので、魚道か

らの流れを右岸側の方に誘導して、それを回り込むようにして、今の澪筋側の方に流

してあげる。 

 高さについても例えば、1ｍとか２ｍとか上げていくのは、治水上大きな問題になりま

すので、今現在ブロックの現存の高さが 40cm とか 50cm 程度だと思います。そのくら

いの高さに合わせて導水路を作ってあげると既存の機能と大きな問題にはならないと

思います。通水幅については、今の魚道幅にある程度準拠した形で通水経路を造りま

す。 

 少しＵターンするような形になるかもしれませんけども中州の手前辺りで水を戻して

あげます。 

これは多分、堰の管理上でも大きな支障にはならないと思います。 

 後は、やらなければいけないことは、水叩きの下流側の減勢工の対策です。 

 つまり、これからも幾度の出水を受けて、あの段差をきっかけに、更に河床低下を起
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こす可能性が高い。 

 その原因として、まず一つ考えられるのは、右岸寄りの方に堰の上流側で堆砂してい

ることです。 

 それをきっかけに、排水能力が右岸側で弱くなっている故に、左岸側に中心になって

水が流れる状況になっていると思います。 

 そうなってくると左岸側寄りの方に強い流れがこれから頻繁にあたるようになると河

床侵食、河床低下が起きうる可能性が極めて高くなります。 

 そういうところから考えても、まず減勢工を作ることが大切です。減勢工でも立派な

コンクリートで、かっちりしたものを作るというイメージではなくて、土砂吐きが非

かんがい期側の魚道の下流側にあるように洗堀孔の深さのところに合わせてブロック

を敷いているということをおっしゃっていましたが、洗堀孔の深さにおいて、段階的

に護床ブロックを階段のようにして積み上げていって河床に繋げていけばよい。 

 そうすることで、水叩きの下流側の落差に対する減勢をしたうえで、河川に繋げるこ

とで河床低下を未然に防ぐことができます。 

 実は、ここの試みというのは、何も空想で言っている訳ではなく、また、模型実験だ

けで言っている訳ではなくて、北海道の道東の羅臼川のそれこそ最近、不透過性の砂

防堰堤をスリット化して、そのスリットの下流側に魚道を施して、更にその下流側に

減勢施設として深くプールを掘って、護床ブロックを水平に置いて階段状で減勢池を

設けています。これは河床低下を引き起こさないような対策としてなされた事例であ

ります。 

 そのような減勢対策をここで対象とする現場にそのまま適合するのかどうかは検討の

余地があると思いますが、そういうふうな減勢池の試みというのは、道内の中にあり

ますので、参考にして護床対策、いわゆる洗堀孔とか河床低下防止の対策を図られる

と良いと思います。あと、合わせてお願いしたいこと、というか今回の対策の中で必

要なことは、かんがい期に使用する側の魚道の下流側が、かなり出水によって、堆積

が随分進行してしまっている。 

 例えば、かんがい期側に水が果たして適切に通水できる環境が担保できるのだろうか

という懸念があると思います。 

 これは、何がそうさせてしまったのかというと、現地を見ながら総合的に考えてみる

と堰の上流側の橋の所をきっかけに河道が少し、左岸が曲がっています。 

 左岸よりの方に水が寄せられるような形で、右岸に堆積箇所が少し突出しているので

す。 

 突出したことが、左岸よりの方に澪筋が寄ってしまって、大きな出水（年最大規模の

洪水）があっても澪筋が左側に寄らざるを得なくて、そうすると右岸側を中心に堰の

周辺も堆砂が起きてしまう、堆砂が起きたことによって、通水機能が落ちてきて下流

側の方でも右岸側を中心に堆積が起こるということが、今日の現地の下流側の状況を
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見て推定できます。そういう懸念を考えると、これからの長い目で管理するという意

味では、橋の袂のあたりから少し開削をかけて頂いて、右岸側の方に堆積しづらい環

境を造ると、基本は左岸寄りに澪筋がくるかもしれませんが、出水の時には流れは直

進性を増しますので、右岸側の方にも水道（みずみち）が出来て、今のような堆積は

起こりにくい環境は作れる可能性が極めて高くなります。 

 そのようなことで、河川の整備を行いながら水叩きの下流側の減勢工の対策と今の非

かんがい期側の魚道を直角に曲げて、水叩き上に導水路を造り、河川との接続を緩和

する。 

 そういうふうな改善策で行うと先程、３案提案して頂きましたけれども、それよりか

は、ある程度対応策としては、良好になると思います。 

 直角に曲げる場合には、今の導流壁を開削して余水吐みたいな考え方で、開削をして

繋げるということになろうかと思います。 

 現地を見て、現状にある程度即して、しかも可能性の一番あるようなものとして考え

られるものは、その辺があるのかなというふうに思えました。委員からの意見です。 

岩井委員長 

 ・皆さんのご意見は如何でしょうか。 

今、安田先生の意見につきましては、かんがい期の部分について今回３案提示をして

頂いていますが、一応それもよろしいのですが、それよりも尚且つ今程言われたよう

に、今の魚道の下流端から中心部の方に水を導くというような方法が安価で尚且つ効

果があるのではないか。 

落差については、水クッション的なものを造りながら河床に擦り付けていく方法を検

討した方がいいのではないか。非かんがい期については、逆に堰の上流部の対策とい

うか、土砂の溜まり具合を見ると河道の本線そのものが、ちょっと違うようにした方

がいいのではないか。 

実際の渇水期だとか平水時であれば、どうしても左岸付きには行くだろうが、洪水時

の勢いの増したときには、少しでも障害物がないことによって、真っ直ぐ行く勢いが

あることによって、土砂もそれなりに下流に供給できるようになるのではないか。と

いうことで、河川管理者にも併せて協議して頂いた方がいいのではないかという意見

です。 

安田委員 

 ・特に、右岸側の澪筋を確保するためにも堆積する要因というのが、なるべく軽減した

方がよろしいと思うので、その対策の一つ効果的な方法として、特に橋の上流部の少

し堆積しているところを中心に開削を掛けていったほうがいいのではないかと提案し

ました。 

岩井委員長 

 ・皆さんどうでしょうか。 
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悪七委員 

 ・現実的な状況としては、先生がおっしゃられたようなこと。 

それから、上の橋の袂からの堆積状況を見ていると見る度に、今年は増水が何回かあ

ったせいだと思うのですが、礫の堆積が少し多くなっているのとかんがい期の魚道に

大分寄せている感じがある。 

それが現実に私の目に映ったことが一つと、今日始めて分かったのですが、上の方に

ブロックが置いてあるのですけども、あれは前回か前々回に洪水の時の対策として入

れたものなのかどうなのか。 

その辺が邪魔をして、流れを左岸の方にやっているような気がします。 

ブロックが幾つか顔を出しているのです。 

岩井委員長 

 ・下流側ですか。 

悪七委員 

 ・いいえ、上流側です。 

安田委員 

 ・丁度、橋の袂のあたりです。 

悪七委員 

・そうです。少し草を被っていますけど。 

安田委員 

・あそこのところ、堆積の丁度水面に被っているくらいのところです。 

あそこにコンクリートの固まりがあるのです。 

何故、そこにあるのかはよく分からない。 

丁度、川が蛇行するところの先端にコンクリートブロックではないけれども置いてあ

るというかあったのです。 

何であのようなものがあるのかなと考えても、私には、あれはない方がいいと思いま

すし、ある意味あれが何を守っているかが、よく分からなかったというのが、正直な

ところです。 

嵯峨委員 

 ・現場を見ていないので、何とも言えないです。 

安田委員 

 ・そんなに巨大なものではなく、結構固まりとして、もしかすると流下したものがあそ

こに止まってあるのか、それとも元々あるのか。 

悪七委員 

 ・道路の下手の方でかなり堤防を削られて、そのような状況があったものですからその

ころに一時的に流れを止めるのに置いたものなのかどうなのか、その辺は分からない。 

岩井委員長 
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 ・その件は、現地を再度確認してですね。 

  多分、今の頭首工を整備したときには、そこまでは上がっていないと思いますから多

分河川側で行った何かだと思います。 

  また、里見大橋をやったときに、ひょっとするとその部分に護岸を行っていることも

なきにしもあらずですが、護岸で守ることはしていないと思いますので、直接岩まで

下ろしていますから基礎についてはですね。 

  確認をしてどういったものなのか、調べてみたいと思います。 

  その他に意見はどうでしょうか。 

悪七委員 

 ・もう１件何ですけど、特にかんがい期の右岸の転倒ゲートですけがゲートを上げて調

節するとその時に今年の場合、毎回ということではないが、３つのゲートの上がりが、

全部同じような高さで上がっていないのです。 

岩井委員長 

 ・それについては、最初に説明させて頂いたのですが、転倒ゲートによる調整をしてい

たかもしれないが、今後については取水ゲートで調整するという報告でした。 

森下委員 

 ・かんがい期の右岸側の魚道ですけども、今先生の話によると 10cm ほど穴を開けて魚道

プールに残った魚を戻すという話ですけども、ちょっと考えて見ると 10cm の穴を開け

て、果たして上流から土砂が来たときに埋まってしまう可能性があるのではないか。 

そのメンテをどうしようとしているのか、ということと現在今見たところ砂というよ

りシルトの非常に粘土の細かいもので、溜まっています。 

あれは、水流が弱いのかどうか、ところが一番下に行くと土砂が堆積しているので、

そうでもないのかなと思いながら、その辺のことを心配している。 

岩井委員長 

・安田先生、その辺のところはどうでしょうか。 

安田委員 

 ・穴については、確か前の協議の中で、常時穴を開けっぱなしにするのではなくて、穴

に蓋をしていて、水を通水しないようになったときに穴を解放して、プールの中に水

を溜まりっぱなしにしないという意味合いで、いわゆる管理上の都合で付けるという

ふうに私自身認識していたのですが。 

確か、そうだと思いますが、この辺は後で行政の方から回答頂ければと思います。 

森下委員 

 ・この中で、穴を開けてそのまま流した場合、水位が 1cm ほど低下すると書いてあった

気がします。 

安田委員 

 ・常時、穴を開けたままで流すというのが適切かどうかというのは、特に一番問題にな
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るのは、色々なものが流れてきますので、やはり管理上蓋をして穴自体は魚道として

機能する通常時には必要がありませんので、必要な時は排水時だけですから、その時

だけ栓を抜くようなかたちでもって頂くと良いと思っています。 

森下委員 

 ・穿孔に伴う魚道内の水深変化は、普通期で 1cm 程度変化するとあったからです。 

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。 

安田委員 

 ・そうですね。 

できれば、普通は蓋を塞いで欲しいと思います。駄目ですか。 

事務局 

 ・維持管理をする中で、このかんがい期用のプールが２２個あって、それぞれ蓋をした

ものを水が満タンに溜まった状態で、蓋を抜く作業は正直言って人力で行うには難し

いというか、そういった手間の部分だとかも諸々検討した中で、例えば今考えている

のは、通常期に開けた状態のままで使用することが可能であれば、改良区の維持管理

もありますので、そのような使用をさせて頂きたいというのが 1 つ、後は蓋をチェー

ンで繋ぐだとか、角落としのような形で仕切りを入れるだとか、色々な方法はあると

は思いますが、今の施設にどのような形にするのが良いのか。 

前回の検討会の中では、先生の話の中でも特にかんがい期の魚道は蓋をする方が小さ

い断面なので流況も乱れない。 

  今の状況で流れるような形。 

  非かんがい期の魚道については、特に蓋をする必要はないと言うことだったのですが、

その辺も維持管理等も含めた中で、可能であれば蓋をしない方向で使用をさせて頂き

たい。 

安田委員 

 ・実際に年最大の洪水が生じます。 

土砂や流木が輸送され、魚道に入ってきます。 

そうすると、穴に詰まった時にそれを清掃する作業の方が大変ではないのか。 

栓の取り外しと比べてどちらが大変なのかと言ったら、清掃作業の方が大変だと思う。 

中まで詰まると取り切れない可能性もあります。それは避けるべきと思います。なる

べくなら、蓋をしたら、魚道機能期間は栓を外す必要はありませんし、水が流さない

期間に栓を外せばいいという考え方で行えば、常時、魚道内に水が流れていれば別で

すけど、常時水が流れていない機能にしているために、管理が若干は必要なのかなと

思います。 

懸念するのは、先ほど言いましたように洪水時に色んなものが挟まった時に、それを

除去する方が多分相当手間なので、魚道内に通水しなくなった時に栓を開ける方が楽

と思われます。 
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例えば、水が溜まっているだけだと水深は 50cm ですよね。 

50cm の中で、風呂の栓を抜くのと同じように、そんなには水圧が大きく掛かっていま

せんから除去するのは、そんなに大変ではないと思います。 

チェーンとかを付ける必要が無くて、それこそ四角いプレートにちょっと筒みたいな

ものを付けるだけで良いと思います。 

常時流れている時は、水面差が生じます。そうすると隔壁を通して水面差の圧力差が

生じますので、自然と水圧で栓が押されることになりますので、特にパッキンをした

り、ネジで留めたり、そういったものは一切要らないと思います。 

極端な話、板のプレートでも置けばいいくらい、そんな解釈でいいと思います。 

事務局 

 ・その辺につきましては、前回の中でも蓋をするという話はされていますので、これに

ついては、内部で協議した中、こういう形だと管理上手の掛からないというイメージ

があったものですから今回は、蓋の絵は描いていないのですが、これについても維持

管理する側もありますので、どういう形のものがいいのかというのは、併せて検討さ

せて頂きます。 

岩井委員長 

 ・そういうことでよろしいでしょうか。 

次回、検討結果を報告して頂くということで。 

悪七委員 

 ・常時流しておく方法は、ないのかということを随分前から話がありました。 

  常時流れていれば・・・。 

安田委員 

 ・穴は要りません。 

悪七委員 

 ・穴を管理するというのは、色んな物が出て数が多くなればなるほど、管理しにくくな

ると思います。 

  管理のしやすさということを含めて、検討された方が良い。 

  作ったけども開けたとか開けなかったとか言うことよりも常時流れていれば問題ない

となれば、その辺りも含めて再度検討して頂きたいと思います。 

森下委員 

 ・穴を開けない一番簡単な方法は、一年に一度網でプールに残った魚を除去すれば、そ

れが一番、金の掛からないような気がします。 

  網でプールに残った魚を除去するのが大変だからと言って、穴を開けた場合に経費と

時間が掛かる。 

岩井委員長 

 ・常時、水を流すということになっても今日見て頂いて分かりますように、例えば、も
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っと下げたとしても水はそこまで今ないのです。 

ですから、ゲートの高さの分が下になってきますから、それからすると水がそこに行

かないようになるというようになるので、その部分も常時行くということになれば、

もっと低いところに穴を開けなければいけない。 

今度は、その穴を管理するためのゲートなり堰が必要になってくる。 

安田委員 

 ・おそらくゲートを上げたままであれば、そういう心配は本来要らないわけです。 

ゲートを非かんがい期の時に下げるから、かんがい期の魚道には水が流れないという

ことが起きて、その管理が必要だという話につながるのです。 

今までは、ゲートを下げたというのは、田んぼの方に水が要らないので取水口に水が

入らないためにゲートを下げる訳ですね。 

逆に今、ゲートを調整するという話があった時、極端な話、取水ゲートを閉めてしま

えば、別にゲートを上げたままでも問題ないように感触的には思えます。 

ただ、出水期の時はゲートを倒しますけど、ゲートを基本的に立ち上げたままにした

場合、利水権者の方で心配なされるのは堆積が進むことではないかと思われます。例

えば、長崎県などは、堆積の問題がありまして、定期的にゲートを開けて土砂を流し

ます。土砂吐きゲートも多分そのために付いていますが、例えば管理上としてゲート

がずっと立ったままだと・・・。 

古崎代理委員 

 ・立ったままだと、基本的に駄目です。 

管理が出来ないです。 

たとえ、河川管理側から良いと言っても今の状態だと冬に管理が出来ないことになり

ます。 

あそこまで行けませんから。 

そこに常駐している施設ではないから、基本的に１回立ててしまうと冬は雪の中で、

基本的に管理が出来ない。 

管理用道路も雪で埋まってしまいます。 

安田委員 

 ・豪雪期の雪が相当降っていた時に、ゲートが立ち上がった状態というのは、どんな問

題が大きいのですか。 

古崎代理委員 

 ・基本的に河川管理者は、当然かんがい期には転倒ゲートは上げなさい、ローラーゲー

トは下げなさいと基本的になっていますので、それを非かんがい期に上げるのは、基

本的に融雪や何かがあって、融雪時期も非かんがい期に相当な水が出てきますから、

その時にまだ除雪もしていなので管路棟まで行くことが出来ない。 

岩井委員 
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 ・先生が言っているのは、冬期に立てておくことによって何か問題あるのかと言うこと。 

古崎代理委員 

 ・基本的には、土砂排除です。 

安田委員 

 ・例えば、大雨が降って若しか融雪洪水が始まった時にはゲートを下げるのは仕方ない

と思います。 

古崎代理委員 

 ・冬期間ならそういう心配ある。 

安田委員 

 ・その対策が難しいのかどうかなんです。 

古崎代理委員 

 ・それは、冬期間に施設管理したことがないので、冬期間どのくらい水が来るのか。 

横井委員 

 ・その件について、私から話をさせて頂きたい。 

実は、現状を今日の段階で見て頂くと水量は通常の形で下流の方に流れて行くのです

けど、冬期間の転倒ゲート、ローラーゲート、土砂吐きを閉めた状態の段階では、上

にあるのは、実は私の所の樋門があります。 

その樋門の考え方から行きますと今やっと土砂吐きのローラーゲートが上がり、転倒

ゲートがオープンした段階で、今年の夏もどうにか樋門はギリギリセーフで閉めなか

ったのです。 

それで冬期間は絶対ゲートは倒すか、上げとくかの両立のゲートにして頂かないと例

えば、３月４月の融雪期に雪解けの水が溶けた川面で全部氷が張ります。 

その雪の上に水が走りますから更に、水が大きな増水の原因になるので、まず大きな

災害が発生すると思います。 

だから、９月１日以降の今日見て頂いた操作が必要でなかろうかと私は考えます。 

安田委員 

 ・因みに、上げるべきだという話をした訳ではなくて、上げた場合の前提条件としてど

んなことが起きるのかなというのを参考のため伺ったのです。 

横井委員 

 ・実は上に樋門が数箇所ありまして、それから逆流する内水が入ってくる。 

  今、悪七先生が言われておられたように、最後に見た魚道に、管を入れて最後の水を

吐くという形は、安田先生が前回で提案されて今設計だとか色んな形で報告あったと

思うのです。 

私、その時にも話したように、今ここに付けておられる図面のこの段階のここに常に

魚道として水が流れるような形にするには、Ｒの所に一つ水口を付けて頂いたら普段

の水でも魚道が常に滞留物が滞在するような魚道ではなくなる。 
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ただ、管を入れて管理を長くしていくのが適切なのか、それとも上に１箇所常に少量

の水でも流れるような物を造ることが、末代得策なのか、私はここを検討した方が良

いのかなと考えている。 

安田委員 

 ・上流側に常時通水する管をもし敷設した場合に、取水する周辺の管理がもしかすると

大変なのかなと思います。例えば取水口で詰まった場合とか。 

それであれば、板一枚でも隔壁の穴にあてといて、水が通らなくなったらそれを取っ

払い、その板を回収しなくても、そのまま流したっていいのではないかという感じも

しました。 

圧力差で板がくっついているというのは推定ができます。例えば、実際に穴を開けて

その管理の仕方として、どれが最善なのかはやって決めても良いのでは。 

今決めないで、穴を定期的に開けておくとか、必ず閉めるとかいうのを決めつけない

で、色々やってみてその中で一番手間暇が掛からない場合を選んでみるというのは如

何でしょうか。 

古崎代理委員 

 ・簡単に蓋をするのだったら、フックか何かで引っかけて上げるような形だとか、そこ

まで金を掛けて整備するか。 

岩井委員長 

 ・今、上流から取るという案も出されていますから、それらを含めながら穴の管理、水

を流すことについて、再度検討をしましょう。と言うことで、今回皆様の意見を頂い

ていますので、それを参考にしながら検討して次回に報告を頂くことにしたいと思い

ます。 

  その他、皆様から何かありますでしょうか。 

安田委員 

 ・先程の補足になりますが、かんがい期側の方の今堆積した部分をそのままにして例え

ば、直上流側だけを浚渫した場合、すぐには堆積する状態には戻りません。 

すなわち、ある程度、水道（みずみち）を付けてあげるようにしないといけないかも

しれないです。 

魚道の下流端のところが、かなり浅くなっていますので、この状態でゲートが正常に

立ち上がって水が積極的に流れた時に魚道下流端からの流れが速くなる可能性がある

ので、ある程度深さを持って、下流側の河川に繋げた方が現実的にはいいのかと思い

ます。 

岩井委員長 

 ・それは、今の上流側の右岸付きの部分のということですね。 

ですから少なくとも今の状況のままでやっても来年また・・・。 

安田委員 
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 ・特に下流側の状況は、余り好ましくないので、やっぱり下流側の環境を整えてあげな

いと折角上流側に、例えばですよ、仮に堆積物を取った作業をしたとしても魚道とし

て十分機能するのかなというのが気になるところです。 

岩井委員長 

 ・下流側の堆積分の処理も併せて考えた方がいいという意見ですね。 

長坂委員 

 ・下流側の堆積というのは、多分毎年起きるのかなという気がちょっとして、というの

は多分、夏場の今回みたいな、今回だと８月後半とか９月の第１週とかに降った雨の

堆積物だと思うのですけど、そうすると今日見た状況で増水しているとどうしても主

流路というかメインの流路というのは、正に非かんがい期の魚道の所の水の勢いが非

常に強いので、そちらを水が基本的に主流路として走っていくと右岸側にどうしても

土砂を溜めてしまうという感じがする。 

安田委員 

 ・先程言いましたように、何故そうなったかと言うと、橋の袂の堆積が左岸寄りの方に

澪筋が偏向することが、そういう一連の堆積を形成させているのではないかと思いま

す。基本的に橋の袂の堆積物を開削することによって、その分の軽減処置が図られる

と思います。 

長坂委員 

 ・結局、その頭首工という横断工作物があるので、上流で堆積物を除去しても基本的に

帯工のように入っていると、多少今よりは流れが確かに分散されるので可能性がある

と思うのですけども、この引き込み口が相当、そもそもここに流れを導入するような

格好にしているので、増水の時となれば、尚どんどん通常は分散するようにしている

のが、こっちに寄ってしまうという感じにならないかなと思います。 

大量の土砂を溜めるというのは、どうしても流量が大きい時だと思うので。 

安田委員 

 ・再確認ですけども、通常ゲートが上がっているときの時期に洪水が生じた場合は、ゲ

ートだけを下げ、土砂吐きも上げるのか。 

古崎代理委員 

 ・両方します。 

安田委員 

 ・両方ゲート操作をするのですね。 

古崎代理委員 

 ・前回の雨のときに、状況を見たけれど土砂吐きに相当な流量が来ます。 

あーいう形になっていますからうねで、ほとんど堤体のコンクリートのところですか、

うねって水が来るようなそういう流れ方をします。 

土砂吐きが、相当あそこは一番末端の流量も多いですしね。 
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安田委員 

 ・尚更、左岸寄りの方に澪筋が寄りすぎているので、それは分散させることは凄く大切

です。多分、分散させたとしても、おっしゃるように左寄りにメインの流れが行くと

思います。 

かといって、右岸側が今みたいな堆積しやすい状況が繰り返されるというと、それは

右岸側の状態が余計に悪化する（堆積傾向が進む）と思います。 

  やはり、堆積物の影響というのは相当大きい訳で、ここ数年だけであれだけ堆砂が発

生するということは、右岸側で対流する流れになっているということです。 

対流する流れと順流する流れは、本質的に全く違います。対流する流れが続くと、順

流する流れが生じる場合と比べて下流側に与える堆積の影響は多分違うのです。 

それだけでも。 

相当量が行くかどうかっていうのは別です。 

左岸寄りの方へ行くと思いますけど、今の土砂吐きがあるから故に、多分河床の位置

は土砂吐きの方が下がっていますよね。 

長坂委員 

 ・下がっていますね。 

安田委員 

 ・ですから、ゲートを下げたとしても・・・。 

土砂吐きの天端は他のゲートが下がった位置より下がっていましたか。 

ゲートを下げた場合には、土砂吐きの天端の位置はどのくらい。 

どのくらい下げた位置でしたか。 

ゲートを下げた場合に、ゲートを下げた天端から見て土砂吐きの天端はどのくらい下

がった位置でしたか。 

古崎代理委員 

 ・基本的には、転倒ゲートが下がった・・・・ほとんど同じというか。 

転倒ゲート１番上げて 1m、それよりちょっと高いくらい。 

土砂吐きのゲートは、ちょっと高いくらいで・・・。 

安田委員 

 ・ごめんなさい。 

土砂吐きのゲートの下、底部の位置はゲートを完全に下ろした場合とどのくらい差が

ありますか。 

古崎代理委員 

 ・図面が無いので、そんなに土砂吐きのとこでは下がって・・・。 

安田委員 

 ・うんと下がってはいないですよね。 

古崎代理委員 
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 ・そんなに下がっていないと思う。 

安田委員 

 ・ということは、出水のメカニズムとしてみると、転倒ゲート下げて土砂吐きゲートを

上げても土砂吐きからの流出量がかなり大きくなるという程ではないのですか。 

今、現状で起きていることは、やはり澪筋が左岸寄りの方に集中していることです。 

それを分散化することによって大分軽減は出来ると思います。 

悪七委員 

 ・今の現況で、土砂吐きの方のあの水量のほとんどが、左岸の方に流れている。 

安田委員 

 ・今ですね。 

悪七委員 

 ・かなり、下がっているのではないですかね。 

安田委員 

 ・確かにそうですね。 

悪七委員 

 ・今年のあそこの状況を見ていると魚道とそれからゲートを越えてくる、その水との差

が、殆どないような形で濁流が流れて来る。 

壁が見えないような状況ですね。 

安田委員 

 ・ということは、40～50cm 位以上、下がっているのですか。 

転倒ゲートが最後まで倒しても土砂吐き側の方が・・・。 

横井委員 

 ・多分、ルーラルさんがそこは設計で押さえていると思う。 

転倒ゲートとローラーゲートの落差がいくらか。 

事務局 

 ・74cm  

横井委員 

 ・やっぱり 40～50cm は下がっている。 

安田委員 

 ・左岸側の方に澪筋が行くことは間違いないですね。 

横井委員 

 ・間違いないです。 

  安田先生に提案して頂いた、護岸側の堆積物なのですけど、実は魚道の着工に掛かる

前年に滝川の土木現業所の方に陳情して、冬工事で堆積物を取って頂いたのです。 

  それが今、３年、足かけ４年位の中で、また 40~50cm 堆積、溜まった状態になってい

ます。 



 - 19 - 

特に今年が多いです。 

  ということは、集中豪雨的な雨量が多かったということで、それであれだけ今年また。 

  あれが、堆積物が増えることによって、実はこちらにある３基付いている転倒ゲート

の右岸側の一番端の稼働能力が悪くなるということで、結局上流に対しての水の堆積

量が増えてくる。 

  というような問題も土現に、私の方から常に訴えかけているのが現状です。 

  あそこを、もう少し取って頂いたことによって、滑らかな水の流れ方が転倒ゲートの

方にも走ることによって、あそこは随分改善されていくのかな。 

  安田先生の先程の提案は、何とかそういうことも踏まえて、関係者の方も熟知してや

って頂くと魚道にもいい影響が出てくる。 

長坂委員 

 ・土砂っていうか礫ですけども、ただ、礫自体は産卵床を作るのものとしては非常に重

要なので、除去し続けたら昔の砂利採取と一緒になってしまうかなという感じがする。 

安田委員 

 ・除去し続けるのではなくて、始めの初期段階だけ開削するだけです。今はシルト質に

近いような堆積部分に植生が繁茂している。 

その部分を下げるだけです。 

長坂委員 

 ・あの上流についてはですね。 

安田委員 

 ・そうです。 

  河原を形成させ、異常な堆砂は起きないようにする。 

完全にきれいさっぱりなくなるのではなくて、ある程度、堆積量というのは減るとは

思いますけども通水する環境としては良好にはなります。 

産卵環境としては、多分上下流側にももう少し礫が混在している訳ですから、開削す

る部分が消失をしたとしても十分環境としては保たれるのではないかと思います。 

長坂委員 

 ・下流側の方の浚渫は取り敢えず、必要はないということですか。 

安田委員 

 ・下流側は、ある程度は取った方がいいです。 

今、異常なくらい堆砂が上がっていますよね。 

長坂委員 

 ・今、かなり上がって、逆流しているというか。 

安田委員 

 ・そんな感じですよね。 

ですから、完全に水が通らないような状態になっているので、それはやはり開削して
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通れるようにした方がいいだろうと思っています。 

これを水の流れを期待して待っていても、プール状の深みが形成するには時間が掛か

ると思うので、それは現実的ではないと思います。 

折角、作っても魚道に全く水が入ってこないとしたら、洒落になりませんから。 

悪七委員 

 ・いずれにしても、下流の方の左側の川一本になっている訳ですから、この状態だとど

んどん掘られていく。 

安田委員 

 ・掘られますね。 

間違いなくそうです。 

これは、いい環境ではないと思います。 

岩井委員長 

 ・如何でしょうか。 

よろしいでしょうか。 

１番目の上徳富第２幹線頭首工については、以上で閉めさせて頂きます。 

続きまして、２番目の吉野頭首工について、説明をお願いしたいと思います。 

事務局 

 ・吉野頭首工の検討結果を報告します。 

前回検討委員会で、ご指摘ありました点が２点あります。 

  １つは、代掻き期水量を対象にした余水吐き、これは必要ないのではないか。 

  もう１つは、上徳富と同じですけども隔壁に穿孔を設置して落水時の魚が降河できる

ようにというご指摘でありました。 

11 頁ですけども、左側が当初,余水吐きのある断面、右側が余水吐きを取って単純な断

面に変更致した図です。 

併せて、これも上流から見ますと２段目からになりますけれど、10cm の穿孔を開ける

という対応をとりました。 

以上です。 

岩井委員長 

 ・説明が終わりましたが、吉野の頭首工につきまして、何かご意見があれば、お伺いし

たいと思います。 

安田委員 

 ・工期的なところをお伺いしたいのですが、第２徳富の方のかんがい期用の魚道に穴を

開けていく時期と吉野頭首工に魚道を整備する時期は、ほぼ同じですか。 

事務局 

 ・今年、吉野頭首工を施工します。 

上徳富第２幹線につきましては、減勢工の関係だとかを併せて作業を行いたいという
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ことで、実質的には吉野の方が先に施工になります。 

なので、こちらの方が先に穿孔の穴が開いた形の物が出来上がる。 

安田委員 

 ・私が伺ったのは、吉野で先行して穴を設けるのであれば、まずそこでやってみて課題

を見つけて、上徳富の方で本当に全部穴を開けた方がいいのかどうかを審議した方が

いいと思います。 

事務局 

 ・プールの数が少ないので、吉野の方が検証するにはしやすい。 

安田委員 

 ・そういう順番で、とにかく今決めつけることは止めて、吉野頭首工で穴を開けたもの

をどういうふうな管理の仕方をすると容易いなのか見て、第２徳富の方に反映すれば、

よろしいと思います。 

岩井委員長 

 ・安田先生の意見としては上徳富第 2 幹線の方について、どういった方法がいいか、ま

ずは検討して、そのいいであろう方法を吉野頭首工で試験的に実施をしてみる。 

  それで、課題点があれば、改善しながら上徳富第 2 幹線の方に施工する。 

  というふうな方法にしては如何かというご意見ですが、異論はございませんよね。 

  そういうふうに進めていきたいと考えております。 

  他に何かございませんでしょうか。 

 ・続いて３番目の部分につきまして、西徳富第４幹線頭首工について説明を頂きたいと

思います。 

  お願いします。 

事務局 

 ・３番目、西徳富第４幹線頭首工です。 

  これについても吉野と同様、かんがい期魚道の余水吐きが要らないのではないかとい

う指摘と隔壁に穿孔を設置すべきであるというような指摘を頂きました。 

  吉野と同様、余水吐きについて取り外して、隔壁に穿孔を付けるという対応を取りた

いと思います。 

  見て頂いている図面は、かんがい期のみですから、全体の図面を今表示します。 

  資料の方に付けましたのは、上流から曲がって土砂吐きの右岸側からエプロンの部分

に向かって曲がって入ってくるところの部分で、これがかんがいの魚道です。 

  ここの部分は、かんがい期間中、土砂吐きと取水ゲートとが立っていますので、かん

がい期間のみ水が通るということになります。 

  それと土砂吐きの下流側エプロンと現況河床までの間にも落差がありますので土砂吐

きを延長した先にもかんがい期、非かんがい期を兼用した魚道、隔壁３段の魚道が、

付きます。 
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今お話しをしました余水吐きの話は、かんがい期魚道の右岸側のところですね。 

この分の余水吐きについて、取った設計としています。 

以上です。 

岩井委員長 

 ・３番目の西徳富第４幹線頭首工についての説明が終わりましたが、これについてご意

見があれば、お伺いを致したいと思います。 

安田委員 

 ・吉野頭首工の施工が先行されて、その後ですね。 

この西徳富第４幹線頭首工については、そうすると先程と同じように吉野頭首工でパ

イロット的に穴を開けたことが、どういう効果をもたらすのかということを見た上で、

西徳富第４に設置する魚道の隔壁に設ける穿孔については、その取扱いを考えればい

いと見ては如何でしょうか。 

時間的には、それだとやっぱり間に合わないですか。 

事務局 

 ・どちらにしても、今の予定計画年度でいくと今年吉野頭首工をやって、来年西徳富第

４幹線頭首工で、今回減勢工等の検討をして、これについては当然河川協議等も必要

になりますので、今年の施工にはなりませんので、Ｈ２４ということになれば、第４

幹線と同じ時期に上徳富第２幹線をやりますので、吉野を参考にしながら、どちらも

合わせたような形で、行うことになると思います。 

岩井委員長 

 ・他に何かありますか。 

なければ、一応そういう考え方で進んで頂くというふうにいたしたいと思います。 

３番目の各魚道の検討課題及びそれに対する意見については、閉めさせて頂きまして、

４番目に入りさせて頂きます。 

４番目、魚類相調査の結果報告でございます。 

これにつきましては、小出委員から報告を頂きたいと思います。 

小出委員 

 ・魚類相調査についての報告を致します。 

平成２３年度の魚類相調査については、２回計画致しました。 

１回は、春先の６月ということで、もう１回を大体サクラマスの遡上時期以降という

ことで、９月～１０月位を考えているのですけども現地の川の状況を見ると、まだか

なり調査には厳しいかなというような印象、多分１０月の頭位に川の様子を見て調査

に入って、その２回の調査を持って今回の調査の結果としたいと思います。 

今回は、６月に行きました。 

春先の１回目調査の報告だけに努めたいと思います。 

資料は、後から皆様にお配りした２枚綴りの資料になります。 
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下の図の１に調査地点を書いております。 

調査地点は、前年までやっていたポイントと全く同じということで、今回は第２幹線

頭首工の上流 ST1.2.3、下流 ST4.5 ということで調査を行っております。 

魚類の採補に関しては、投網と電気ショッカーを用いて行っております。 

次の頁を見て頂きたいのですけども、表の１に第２頭首工の上流で採補された魚類を

書いております。平成２１年と２２年、２３年あまり大きな魚類の変化というのはご

ざいません。 

それから表の２には、下流域で採補されて魚類の魚類相を書いております。 

平成２２年は、未調査ということで、下流の方はやっておりませんので、こういうよ

うな形になっております。 

パッと見た時に、更に２１年と２３年で魚類相の違いがあるような感じに見えますけ

ども、下段の方のニジマス、アメマスについては、実際に一番最後の写真のところで

書いてあるのですけども、頭首工下で釣りをしていた親子のバケツの中を除いて、こ

ういう魚がいると基本的に釣獲ということで、我々が行っている投網とショッカーの

調査方法とは違いますので、こういう魚もいたということを参考にだけ留めておいて

頂ければと思います。 

６月のポイントとしては、カワヤツメなどの移動性の高いものが頭首工の上の方に確

認出来るかということをポイントにして、調査をしたのですけども今回カワヤツメに

ついては、頭首工の上では確認出来なかったということで、魚道を通じて上流に上が

っているという、そういうような事例を裏付けるような調査結果にはなりませんでし

た。 

ただ、今回かなり流量も出ているということで、あの位の流量の魚道の状況を見て、

これで上がれるかというような感じはしたのですけども、多分これから少し雨も収ま

ってくると丁度いいような流量になって、多分魚がいれば、利用して上に行くと１０

月位の実際の上流部の調査を我々も少し楽しみにしている状況です。 

また、１０月の調査が終わった時に、ご報告致したいと思います。 

岩井委員長 

 ・ありがとうございます。 

小出委員のご報告でございますが、何か質問等があれば、お願いしたいと思います。 

安田委員 

 ・特に、非かんがい期用の魚道のことで、先程からの話題に出ているように、下流端の

段差がやっぱり大きく目立つのです。 

まず、間違いなくあそこで相当苦労するだろうというのは、推定付くので逆にどれだ

けあそこで苦労させられて溜まっているのかというのを見て頂くといいのかなと思い

ます。 

小出委員 
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 ・今回見ても一番下の段差のところが、かなり泡を巻き込んでいる状態なので、あの状

態だと厳しいような感じがしますね。 

サケは、ちょっと上がれないのかなという感じがする。 

もう少し流量が落ち着いた時に調査に入りたいと思います。 

岩井委員長 

 ・他にどうでしょうか。 

森下委員 

 ・モクズガニのことが、書いてありますけども実は３年程前に徳富川と石狩川の合流点

で捕獲している。 

あの頃はかなりいたので、そろそろ上がってきてもいいのかなと・・・。 

小出委員 

 ・移動性がかなりあるので、今回河川の中に魚貝、魚類相、カニの仲間もいるかなと１

回だけですけども設置して、ちょっと今回は残念ながら捕獲できなかった。 

森下委員 

 ・産卵時期等も含めて、その辺も調査して頂ければと思います。 

岩井委員長 

 ・他には如何でしょう。 

安田委員 

 ・関連事項になるかもしれませんけども、石狩川頭首工という石狩川本線の一番下流側

の作られている今大きな頭首工があります。 

徳富川は、それよりも上ですね。 

今はまだ、石狩川頭首工の運用がされていませんので、特に大きな課題にはなってい

ないと思いますが、今現在新しく造られる新頭首工においては、両サイド魚道があっ

て、その中で魚道内に流入する流量は予定で（毎秒）2.7ton です。 

魚道幅が 15m 位で、２つ並列して両側に魚道が設置され、そこを（毎秒）2.7 ton 位し

か流さないようです。 

小出委員 

 ・毎分ですか。 

安田委員 

 ・毎秒です。 

また、魚道以外からの呼び水として 16 ton 位、流すそうです。 

上から放水するようにして。 

ご存じのとおり、石狩川が 120 ton 前後の大きな水量を持った河川ですので、2.7 ton

程度で、しかも下流側に深さ４ｍ、５ｍ位のプールを設けています。 

そうすると、平均流速をザッと考えると 10cm～30cm／sec です。 

因みに、こん位の小砂利が沈降する速度です。 
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そこに、果たしてサケとかサクラマスが魚道に来るだろうかというところが、凄く気

になっています。また、開発局さんもその辺が相当危惧されているようです。その点

について検討しているみたいですが、その整備の如何によっては石狩川のサケの遡上

はかなり厳しい環境に直面すると思われます。 

平成２５年と２６年の運用の段階の時に、改善策というものが具体的に示されないと

徳富川どころじゃなくて石狩川そのものに本当に魚が上れない環境になってしまいま

す。 

新聞でちょっと前に賑わした花園頭首工どころの騒ぎじゃなくて、石川側頭首工の方

が大きな今課題を背負っているのです。 

石狩川頭首工から運河に水を入れる予定になっています。 

そこに 30ton 位水が流れている予定です。 

その下流側に運河と本川との合流点がありますが、何も迷入とか対策がありません。 

120 ton の内、30 ton の水を流せば、当然そっち側にも寄ります。結局、どちらのルー

トを通っても石狩川頭首工より上の方には、行ける環境が極めてなくなる。 

本当に少なくなるということで、結構大変な事態になり得るので、石狩川そのものに

大きな異変が起きると、石狩川水系の生態系全てに影響しますので、そこのところは、

注意深く見守った方がよろしいかと思います。 

岩井委員長 

 ・そうですね、少なくとも総富地川の合流よりもずっと下流ですから・・・。 

安田委員 

 ・一番ネックな点になっています。 

  そこで駄目だと本当に大きな問題になってしまいますので、北海道の石狩川は有名な

河川の一つですので、そんなところでサケが遡上できないと言ったら社会問題となり

ます。 

岩井委員長 

 ・他に何かございますか。 

  なければ、次の事項に進まして頂きたいと思います。 

  5 番目の今後の事業予定の内容説明と言うことで事務局から説明をお願い致します。 

事務局 

 ・それでは、今後の事業内容について、報告させて頂きます。 

  平成２３年度においては、吉野頭首工の魚道について整備をする予定でおります。 

  工事の発注につきましては、今月予定しておりますので詳細については、北部耕地出

張所の方から説明をさせて頂きます。 

事務局 

 ・北部耕地の安村といいます。 

  今日は、昼から現地確認また貴重なご意見等ありがとうございます。 
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  これらの意見を参考にしながら今後の業務に進めていきたいと思います。 

  私から今年度の整備内容ということで、資料は吉野頭首工かんがい期用魚道設計図と

いう資料が皆様のお手元にあると思いますが、2 頁目に位置図がございます。 

  この位置図の吉野頭首工に関しまして、今年かんがい期用の魚道を整備する予定でご

ざいます。 

  ３頁目には、この頭首工の写真・詳細図。 

  ４頁目ですが、整備する吉野頭首工の平面図で、左岸にかんがい期用の魚道を設置す

るという形で考えております。 

  河道内に副ダムを設置するという工事でございます。 

  工期の予定ですが、今年の９月２０日から平成２４年３月２９日までの工期で、工事

を進めていきたいと考えております。 

  ただ河川敷地内また河道内の工事に関しましては、河川渇水期の時期に工事をすると

いうことで、１２月１日からの着手で考えております。 

  よって９月から１１月までは、仮設の土のう作成だとかの準備期間として工期を取っ

ております。 

  ５頁目でございますが、これは先程から色々と説明させて頂きましたが、かんがい期

魚道の構造図となっております。 

  これは、このタイプで施工したというかたちで考えております。 

  ６頁目ですが、魚道の工事を行うにあたっての簡単な仮設でございます。 

  河道内の副ダムに関しましては、土のうを一次二次締切によって副ダムを設置する考

えでおります。 

  かんがい期魚道本体工につきましては、流入口・流出口を土のうで締切、その中を掘

削しまして魚道設置することで考えています。 

  また、工事の出入口ですが、図で言うところの下側が国道４５１号線となっておりま

して、こちらからの車両だとか資材運搬を考えて工事を進める予定でございます。 

  以上、簡単ですが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。 

  只今の内容の説明がありましたが、何か質問等があれば、お受けをしたいと思います。 

  如何でしょうか。 

  そう言った予定で進むということの報告でございます。 

  それでは、無いようなので、４番目、その他ということで、事務局から何かあれば、

お願いいたします。 

事務局 

 ・事務局から、１点皆様に検討頂きたい点がございます。 

  次回の検討会の開催日程ですが、本年度吉野頭首工の魚道が完成いたします。 
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  つきましては、かんがい期用の魚道ということで、次回の検討会の現地確認の段階で

かんがい期魚道を見るとすれば、当然通水している期間ということで８月前、実際に

水が入っている時期を考えれば、６月７月くらいの時期が現地を見るには、いい時期

なのかなと、それを過ぎますと見る施設としては、水の入っていない状態のかんがい

期魚道若しくは水が通っている今日見た非かんがい期の上徳富第２幹線頭首工を見る

という形になりますので、この辺の検討をお願い致します。 

岩井委員長 

 ・事務局から来年度の検討会の開催時期ということでありましたが、如何でしょうか。 

  かんがい期ということで考えて、ある程度の水量的なものを確保できるというのであ

れば、６月７月頃がよいのではないか。 

  非かんがい期であれば、あまり寒くならない内の今頃にするか。 

  もう少し後にするか。 

  ただ、農作業の関係等もありますから、６月の中過ぎ以降がベターかなというふうに

思ってはおりますけれども、如何でしょうか。 

安田委員 

 ・先程発言しました課題に対して、どういう形で整備事業が進むのかの見通しが付いた

ところで見るのは一つなのかなと思います。 

  例えば、河川側の方で先程検討して頂きたい点、それから第 2 徳富の方でも減勢工と

か、魚道の迂回のような形の提案もさせて頂きましたけれども、その辺がどういうふ

うに具体的に検討されていくのか。 

  どういう方向性でやろうとするのか。 

  後は、ゲート自身の修繕というのは、年内中に行われるのでしょうか。 

古崎代理委員 

 ・そうですね。 

  仮設して、これから来年に入ると思うのですけど・・・。 

安田委員 

 ・この時期には、既に正常に戻っているのですか。 

古崎代理委員 

 ・そうですね。 

安田委員 

 ・多分、今言ったところの見通しが付いたうえで、検討会をされた方がいいと思います。 

  つまり、今回この検討会で検討を進めて欲しい点を述べましたので、それがどういう

ふうに進んだのか、どういう方向性が見出せたのかが分からないと次の意見が出しに

くいと思います。 

岩井委員長 

 ・それからすると、上徳富第２幹線の件につきましては、上流側の河川側で検討頂く部
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分の河道整備がどのような見通しになるのか。 

  吉野頭首工については、非かんがい期のときの水抜きですね。 

  かんがい期魚道の水抜きがどのような状況になるのか。 

  かんがい期に見ても常時水が流れているようであれば・・・。 

安田委員 

 ・魚道と河川の繋がりですよね。 

岩井委員長 

 ・それらも含めると言うことになれば、予定を確認しながら再度調整をする。 

  今日の時点でいつ頃がいいと決めるのは、難しいのかなという感じが致します。 

安田委員 

 ・あと減勢工ですね。 

岩井委員長 

 ・そうですね。 

安田委員 

 ・結構、河川と農業の間での管轄が交差しているので、お互いの中で協議して、出来る

ようにしていかないと農業だけで検討したり、河川だけで検討したり、という訳にい

かないと思いますので、お互いの相互の協議の中でこうしましょうという話になろう

かと思います。 

  そういう点で見通しが付かないと多分我々委員として、協議する価値がないと思いま

す。こういうふうな方向で現在なりましたけど、どうですかと提言がないと、我々が

集まる価値がないと思います。 

事務局 

 ・時期的なものからいきますと、来年２４年度に施工するのは上徳富第２幹線の減勢工

と西徳富第４幹線の本体で、発注期を考えると吉野と同じく９月末位に発注をして、

施工が始まるのは１２月ということになるので、現実的にも６月７月位には、物事が

解決していないと施工が出来ませんので、ここは間違いなく方向を出して行くことに

なります。 

  本来であれば、検討会の中で揉みながら、というような形で行って欲しいのですが・・・。 

検討会を来年の早い時期に行うことを目途に、私共も中身を整理して行く。 

それに関して、先生には色々お手数をお掛けしていますが、随時ご連絡をさせて頂き

検討することと、後は河川関係に付きましても嵯峨委員さんが入って頂いていますの

で、ご連絡申し上げて無理難題を言っていますが、ご相談させて頂きながら進めて行

きたいと思っております 

岩井委員長 

 ・早めになるであろうと言うことですけども、今の時点で何月ということは決めかねる

かと思いますので、見通しが付いた時点で各委員さんに連絡を頂いて調整を頂きたい
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と思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

安田委員 

 ・前後して申し訳ございませんが、吉野頭首工の設計図の中で魚道の下流端ですが、図

面で言うと５頁になりますが、下の方の真ん中の普通期河川水位ウォーターレベル

95.22 となっています。 

  隔壁の多分下流端の天端の高さを表示されていると思いますが、95.12 とエレベーショ

ンが書いてあります。 

  つまり、通常時最下流部の隔壁が水没している場合、下流端の隔壁の天端より必ず河

川水位の方が上と推察します。最下流端の隔壁が完全に水没すると流れの勢いは、も

っと上流側で弱まってしまい、魚道からの流れが認識されづらくなります。以前の議

論で何故魚道の隔壁を一番最下流端に置いたかというと、そこで潜り込んだ流れで泡

立った流れをわざと作って、魚を呼び込みましょうという趣旨でお知らせしました。

ところがこの図面の中で見ると普通期の河川水位が完全に隔壁が水没するような状況

になっているってことは、魚道からの流れが呼び込みの材料につながっていないと思

われます。単純に隔壁がある訳ではありません。 

  今、２１分の１で、すごく緩くなっていますが、例えば魚道の本当に下流端の方だけ

でも、そういう潜り込む流れが起きるように設定することっていうのは、出来ないの

でしょうか。 

  下流水位の方が常に高いですよね。 

  魚道の下流端の隔壁の天端よりも・・・。 

事務局 

 ・出口ですので、上流側の断面です。 

安田委員 

 ・下流端、断面Ｂのところですか。 

事務局 

 ・５頁のＣ・・・。 

安田委員 

 ・出口じゃなくて流入。 

  出口って書くから分からないのです。 

  流入口ですね。 

  上流端ですね。 

  下流端はどうなっているのですか。 

  河川水位は・・・。 

事務局 

 ・数字の表示がないので、確認して・・・。 

安田委員 
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 ・もし下流端が完全に水没するようでしたら、誘い水にはならないのですが、如何でし

ょうか。 

事務局 

 ・基本的に２５cm ごとの落差で・・・。 

安田委員 

 ・それは、分かっているのですが・・・。 

事務局 

 ・河床からも同じような・・・。 

  確認させて下さい。 

安田委員 

 ・そうですね。 

  そこのところを是非確認して下さい。 

  下流側の水位が載っていなかったので・・・。 

岩井委員長 

 ・他には如何でしょうか。 

  全体を通してでも結構なので、あれば回答したいと思います。 

  それでは、質疑が無い様でございますので以上を持ちまして、平成２３年度新十津川

地区魚道整備検討会を終了致したいと思います。 

  時節柄、何かとお忙しいところ、特に横井委員さんに置かれましては、農作業の間近

というよりも今日から稲刈りが始まったということで、途中で止めて、この会に参加

をして頂いたというようなことでございますので、大変ありがとうございます。 

  また、慎重な中にも活発なご議論頂きまして、この議論を今後の魚道整備に活かして

いきたいというふうに考えてございます。 

  本日は、忙しいところお集まりを頂きまして、大変ありがとうございました。 

  以上で終了と致します。 

  ご苦労様でした。 

 

 


