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第７回 平成２４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７回魚道整備検討会 

１）第６回魚道整備検討会の内容報告 

２）吉野頭首工・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 

・新委員、新事務局の紹介 

・空知総合振興局産業振興部長挨拶 

・本日の予定内容の説明 

 

３－１）第６回魚道整備検討内容報告 

三谷委員長 

・早速始めさせて頂きたいと思いますけども、何分今回が初めての出席をさせて頂きま

したものですから不慣れではございますが、皆様のご協力を頂きましてスムーズに進

行させて頂きたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 座って進行させて頂きます。 

 それでは、お手元の式次第に基づきまして、議事を進行させて頂きたいと思います。 

 一番目でございますけども、前回行われました第６回魚道整備検討会の内容報告につ

きまして、事務局の方からご説明をお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

事務局 

 ・それでは、座ったまま説明させて頂きます。 
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資料はお手元にあります、第６回新十津川地区魚道整備検討会（概要版）になります。 

こちらに沿いまして、説明させて頂きたいと思います。 

前回の検討内容について、概要版から簡潔に報告させて頂きます。 

・１）の第５回魚道整備検討内容報告ですが、これにつきましては、各検討課題等につ

いての検討結果を提示し、これらの課題毎に意見交換を行い、次回の検討課題として

上徳第２幹線頭首工では「転倒ゲートの管理手法」、「隔壁の穿孔」、「非かんがい

期魚道の減勢工」。 

吉野頭首工と西徳富第４幹線頭首工では「余水吐きの検討」。 

以上を検討することを報告しています。 

・続いて、２）上徳富第２幹線頭首工のかんがい期用と非かんがい期用の魚道を現地確

認して頂きました。 

・現地から戻りまして、３）各魚道の検討課題及び意見交換。 

・①上徳富第２幹線頭首工については、「取水ゲートの管理について」、「転倒ゲート

で操作せず、取水ゲートを調整して管理する」ことを提案し、「流量関係図でチェッ

クしながら様子を見ていく」という意見がありました。 

続いて、「隔壁の穿孔について」、「隔壁に穴を開けて落水時に水が抜けるのと同時

に魚も一緒に脱出出来る構造」の提案をし、「土砂で穴が埋まる」、「穴に蓋をする」、

「常時、水を流す方法はないのか」という意見がありました。 

「非かんがい期魚道の減勢工について」は「下流の河道との接続に関する検討」を３

案提示し、「下流側に延長するのは難しい」、「魚道を垂直に曲げ水叩きの方へ導水

路を造る」という意見がありました。 

上徳富第２幹線頭首工の意見交換の中で「現況の河川について」、「上流側で堆砂し

ている」、「開削した方がいいのでは」、「下流側の環境を整える」、「下流側の堆

積は多分毎年起きる」、「土砂吐きに相当な流量が来る」、「４年前に堆積物を除去

した」、「いい環境ではない」などの意見がありました。 

・②吉野頭首工については、「余水吐きについて」、「代掻き水量を対象にした余水吐

きは必要がないというご指摘があり検討した結果、余水吐きを取った断面にしました」

これに対する意見はございませんでした。 

「隔壁の穿孔について」、「10cm の穿孔を開ける対策を取りました」 

意見交換として、「吉野頭首工で先行して穴を設けるなら、そこで課題を見つけて審

議した方がよい」、「管理の仕方も検証して、他に反映する」という意見がありまし

た。 

 ・③西徳富第４幹線頭首工については「余水吐き及び隔壁の穿孔について」、「吉野と

同様に余水吐きを取り、隔壁に穿孔を設ける」、意見交換としては「吉野頭首工での

効果を見た上で、取扱い方を考える」という意見でした。 
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・４）魚類相調査の結果報告について、小出委員より調査内容の報告をして頂き、「下

流端の段差が目立つ」、「かなり泡を巻き込んでいる状態」、「産卵期も含めて調査

して欲しい」等の意見がありました。 

・５）平成２３年度事業予定内容を説明し、特に意見はありませんでした。 

 ・６）その他 

次回の開催日について、各検討課題の見通しが付いた上で検討会を行うことがいいと

いう意見があり、事務局で調整をすることとなりました。 

・検討委員からの質問で、吉野頭首工の下流端の隔壁が水没するのか。 

水没するなら魚道への誘い水にならないということに対し、事務局から図面に表示が

ないので確認し、次回報告することとなりました。 

・今後の検討課題について 

  上徳富第２幹線頭首工について 

  ・隔壁の穿孔に伴う維持管理で蓋の設置が必要かどうかの検証。 

  ・非かんがい期魚道の下流接続工を検討。 

・河道の堆積に関する検討。 

  吉野頭首工について 

  ・隔壁の穿孔に伴う維持管理で蓋の設置が必要かどうかの検証。 

・下流端の隔壁が水没するのかを確認。 

西徳富第４幹線頭首工について 

  ・隔壁の穿孔に伴う維持管理で蓋の設置が必要かどうかの検証。 

以上が次回までに検討する課題ということで、第６回新十津川地区魚道整備検討会の

内容説明を終わります。  

三谷委員長 

 ・ありがとうございました。 

只今、説明がございました件につきまして、ご質疑等があれば承ります。 

特にございませんか。 

なければ、この内容につきましては、ご確認頂いたということでよろしいですか。 

次の議題でございます。 

 

３－２）吉野頭首工・上徳富第２幹線頭首工の魚道現地確認 

  吉野頭首工と上徳富第２幹線頭首工の魚道現地確認について、事務局より内容の説明

をお願いします。 

事務局 

 ・これから現地の方へ向かいまして、現地確認をして頂きたいと思います。 

現地調査配車ということで配車させて頂いておりますので、このような形で乗車頂い

て現地に向かいます。 
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  最初に吉野頭首工に行きまして、施工の状況や河床の状況を見て頂いて、後に上徳富

第２幹線頭首工のかんがい期魚道を見て戻ってくるということで動きたいと思います

ので、よろしくお願い致します。 

  戻りは、15:00 頃を予定しておりますが、現地で時間を押すかもしれませんので、よろ

しくお願い致します。 

 

（現地確認） 

 

３－３）各魚道の検討課題及び意見交換について 

三谷委員長 

 ・皆様、暑い中お疲れ様でございました。 

時間も押していますので、早速委員会を再開させて頂きたいと思います。 

次の３番目でございますけれども、各魚道の検討課題及び意見交換についてというこ

とで、３つの頭首工がございますけども、１つずつ説明を致したいと思います。 

最初に、上徳富第２幹線頭首工についてから説明を致します。 

事務局 

 ・事務局の方から、それぞれの頭首工毎に説明をしていきたいと思います。 

  検討内容につきましては、ルーラルエンジニアの大沢さんの方から随時説明したいと

思いますので、よろしくお願い致します。 

 

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。 

昨年に引き続き、よろしくお願い致します。 

第６回検討会で課題のありました部分について、検討して参りましたので、ご報告さ

せて頂きます。 

座って説明させて頂きます。 

最初に、上徳富第２幹線頭首工に係る課題です。 

・1 番目として、取水ゲートの管理というのがございます。 

一昨年の会議の中で、堰止めゲートが完全に起きていなくて、かんがい期魚道に水が

来ていないといった状況がありましたので、取水管理については、ゲートを立てたま

ま取水ゲートの操作で取水量を管理することをやって頂く取組を致しました。 

その結果についてですが、写真で示しておりますけど、左側 2011.6.4 の写真は、取水

ゲートを越えて河川本流に行っています。 

従って、魚道内の流量については、かんがい期魚道の 15cm 水深になりますけども、こ

れを何とか流れているといったような状況でした。 
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これに対して、2012.6.25 の写真は、今日見て頂きましたけどもゲートについては、施

設上可能な範囲で自立をさせております。 

６月１５日現在でも代掻き期用の隔壁の上を越えて水が流れているといった状況です。

これについては、今日見て頂いたとおりだと思います。 

概ね、こういった形で管理はされておりまして、魚道内の流量は確保されているとい

う結果になりました。 

・２番目かんがい期魚道の上下流の河道状況についての説明であります。 

昨年の検討会の中で、右岸川上流の土砂堆積の影響で左岸川に水が集まるとか、右岸

側の下流で土砂堆積が進んでいるとの指摘がございました。 

昨年度、出水等もありまして、かなり頭首工下流側の流況的には変わっております。 

３頁の左側は昨年の５月と８月の写真です。 

５月時点かんがい期になり、取水が始まり魚道に水が行っておりますが、澪筋の奥、

魚道から直下流に行っている右岸側の流れもありましたが、８月のかんがい期も終わ

った時点で、右岸側の澪筋は全く消えている状況になっていました。 

昨年暮れの出水や春先の出水によって、頭首工上下流の河道の状況は大きく変わって

おります。 

かんがい期魚道の下流側の所から河道本川の左岸側に向かう流れが、ハッキリ形成を

されまして、当初あった右岸側の澪筋というのは、昨年の８月以降の土砂堆積された

状態で残されているということです。 

現況は、かんがい期魚道を流れた水が河床を横断する形で、左岸側の非かんがい期の

澪筋に向かって流れている状況です。 

これについては、春先以降安定した状態が続いております。 

・３番目、４頁になります。 

 隔壁穿孔の計画について、落水時に魚道プール内に魚が取り残される対策のために、

隔壁に穴を開ける提案がありました。 

これについては、吉野頭首工が先行して今年の冬に工事を行いますので、その流況を

見ながら上徳富第２幹線頭首工の穿孔の具体的な計画を考えることになっていました。

吉野頭首工で見て頂いたとおり、穴が開いている状態ですけども、今の状態の流量で

滞砂は魚道内に発生していません。 

従って、落水時点であったとしても、そのまま水が流れて一緒に魚も降河することが

出来ると判断しました。 

穿孔に伴う魚道内の水深変化は、今日もやってみましたけれども、穴を開けた場合は、

穴を開けない状態に対して 1cm 程度下がることが確認されておりますけども、現在の

設計流量であれば、かんがい期の切欠き断面については、十分流れるということで魚

類の移動に必要な水深は確保できると判断しました。 

以上のような吉野の観察結果を踏まえて、上徳富第 2 幹線頭首工についても隔壁に
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10cm 台の穴を開けることを計画致しました。 

穴の大きさは、吉野と同じで 10cm です。 

かんがい期魚道については、最上段というのは、魚を下ろすという目的から必要あり

ませんので、２段目から最下段に向けて隔壁中央に１個ずつ穴を開けていくことにな

りました。 

非かんがい期魚道は、最上段の隔壁の上に土砂吐ゲートがありますので、この間に残

る魚を下ろしてやることが必要になりますので、全部の隔壁について穴を開ける計画

を立てました。 

続いて、上徳富第 2 幹線頭首工の非かんがい期魚道の下流側の接続工です。 

非かんがい期魚道の下流側については、現況護床の下流にかなり大きな洗堀が発生し

ています。 

写真で言いますと昨年８月３０日の写真があります。 

水面落差で 175cm 位の落差がありました。 

一昨年、非かんがい期魚道の工事を行いましたが、その際については、対策工法が固

まっていないので、護床ブロックを組み合わせてプールタイプの減勢工を下流側に付

けています。 

その写真が右側で６月１３日と日付の入った写真です。 

昨年、このブロックがどういう状況になっているのかですけども、次の６頁に今年の

写真を示しています。 

護床ブロックそのものが、概ね安定している。 

下の図で言いますと黒の線が２３年の工事施工の時の断面。 

今年の６月に現地で測量致しました。 

水の中での測量ですから護床ブロックの突起の上と下と両方のデータが区別できなか

ったものですから、そういった面での誤差はありますけども、概ね施工どおりの形で

現在も残っているということです。 

只し、非かんがい期魚道に接続する現況の床止めの擁壁工、これについては、足元が

掬われているということなのかもしれませんけども、若干傾向して前に倒れていると

いうことで魚道との間に隙間が発生しているといった状況です。 

減勢工自体としては、概ね安定した効果を発現しているとは思いますけども、先程い

いました水面落差の 175cm というのは、現状では解消できませんので魚道の接続工は

対応策が必要だということになります。 

続きまして、非かんがい期魚道下流側落差工の解消方法について、３案を示していま

す。 

１番上のものは、昨年度の委員会でも提案させて頂きましたけども片側の導流壁を延

長する案です。 

河川の中央側の導流壁について現況の非かんがい期魚道下流側に導流壁を延長すると
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いうことです。 

河床については、先程の護床ブロックが概ね安定しているような結果になっておりま

すので、同様な形式の減勢工を造るという案でした。 

これに対しては、左岸側に傾斜壁が無いので、この工法での魚類の移動は確保できな

いのではないのかというご指摘がございました。 

これに対する対策として、今年２案を示しております。 

一つは、両側の導流壁を延長する案、それに減勢工を附帯させる案です。 

これは、左岸側について現況の魚道内に摺付工を造りました。 

その下流に傾斜導流壁を左右対称の形で延長するということです。 

この間、特に隔壁等は設けませんので、水面の隆起で非かんがい期魚道の水面と接続

をさせるということです。 

３案目が同じように摺付けをするのですけども、現在の非かんがい期魚道の下に、更

に４段、概ね１ｍの落差を解消できるように隔壁を同じような形で延長する案になり

ます。 

これらは、いずれも昨年も見て頂いたとおりですけど、左岸側の護岸ブロックが落ち

てきている状況があるものですから、それを避けていけば、やむを得ない形での摺付

けになっています。 

今申しました３案についての詳細図が 10 頁まで付いています。 

それと断面を縮小することの検討について、11 頁に結果を付けています。 

今出来ている非かんがい期魚道は、低水時に 15cm、豊水時には 30cm の水深で流れる

当初設計でした。 

この流量をそのまま摺付けで幅が狭くなる断面、今の上の断面は敷幅で 6.85m ありま

すけども摺付けを行った場合は 5.05m になります。 

この断面に縮小させた場合の水深が低水時で 18.5cm、豊水時の水深で 36.5cm になり

ます。 

従って、豊水時の流量であっても傾斜断面については、計算上確保されているという

ことで、左岸側の傾斜壁の摺付けについては、水理計算上ですけども満足できると考

えております。 

以上、上徳富第２幹線頭首工に拘わる検討の結果と改修に伴う計画について説明致し

ました。 

事務局 

 ・上徳富第 2 幹線頭首工の４つの検討課題は、事務局側で検討した提案でございます。 

併せて、かんがい期魚道の上下流の流況ということで、昨年度の検討会の中で河川上

下流の浚渫の話も出ていました。 

河道整備については、河川サイドでも検討して頂くという話もありましたので、川瀬

委員から、今の状況をお話して頂ければと思いますので、よろしくお願い致します。 
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川瀬委員 

 ・私の方から河川対策ということで、お話しをしたいと思います。 

  今日見た吉野頭首工は、河道に土砂が埋塞している。 

  左岸側に、特に堆積している状況です。 

  上徳富第２幹線頭首工は、確かに堆積はしているけれども、魚道に悪さをしている状

況ではないと見受けられる。 

  本来、自然河川というのは、浸食と運搬堆積を繰り返し行われているのが普通であり

まして、徳富川の場合、特に問題なのは、堆積もさることながら河床低下が著しく露

岩箇所が随所に見受けられているということで、河川の形態バランスが壊れているの

かなというところで、治水上護岸が浮き上がっているところがあったり、利水も当然、

施設の不安定化とか、河川環境にとっても当然好ましくない状況が生まれているので

はないかなということで、新十津川町からも陳情されておりまして、今年度河道計画

調査を実施しておりまして、河床低下対策ということで検討をしているところでござ

います。 

  最終的には、河道の浸食を抑制するような施設になるのかは、まだ結論は出ていませ

んけども配置することによって、何らかの河道堆積についても効果を発揮するのでは

ないかと考えております。 

  以上でございます。 

三谷委員長 

 ・検討課題４項目、更に上下流の堆積土砂の浚渫の説明がございました。 

  このことにつきまして、質疑がありましたらお受けしたいと思いますが、如何ですか。 

安田委員 

 ・先程、現地見学させて頂いて、かんがい期の方につきましては、頭首工のゲートが、

正常に起立するようになったので、主に水が流れるようになったと思われます。 

  それによって、水が魚道の方にかなり流れるようになったので、下流側の方について

もそれによって、澪筋が付いたのではないかと思います。 

  今までは、水が思うように入っていなかったので魚道からの水によって、澪筋が付く

ことはなかったと思いますが、このような形で澪筋が付いたというのは、魚道側に水

が入ったという理解に繋がるかと思います。 

  今日ご覧になったように、フクドジョウまで上がれる環境も確認出来たので、大変良

かったと思います。 

  もう一方の非かんがい期の魚道の下流端について、先程も現地で側に行って見てきま

したけども、やはり下流端１ｍ位落差が付いております。 

  先程も説明があったように、護床ブロックを暫定的に置かれたものは、安定している

ということも、併せて、確認は出来ております。 

  そういう中で、下流側の対策として、３案出された中で、比較的妥当性というか可能
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性があるものとしては、10 頁でいうと下流側への摺付けというものが、候補の一つと

して上げられる。 

  ただし、現在、護床ブロックが一部、すり鉢状になって下流部でせり上がっています。 

  この状態によって、ウォータークッションが上手い具合に形成されている。 

  あの作用によって、実は、流れが上手く減勢出来ています。 

  下流の河川に繋がる様子としては、十分であり、河床が更に下がるということはない

状態になっています。 

  今回、下流側に隔壁を延長した場合に、このピンクの記されたブロックの配置になる

かと思いますが、このピンクの配置がない黒い波線の様子と比較して見て頂くと分か

るのですが、ブロックの設置位置がかなり前に比べると浅く、高いところに付いてい

まして、出水時に隔壁から乗り越えたものが、余り減勢されずに下流側に繋がってし

まう恐れがあります。 

  一つの考え方なのですが、現在の洗堀孔の形状・規模が土砂吐きから流れているもの

を上手く減勢されている状態になっていますので、やはり付け足した隔壁の下流側に、

この位の形状・規模で深く掘ったところからブロックを配置することが好ましいので

はないかと思います。 

  そのまま少し下げて、その後上げてはいますけども下げ方がもう少し足りないので、

もう少し深く下げた方が減勢池という意味で、特に土砂吐きから纏まって水を出しま

すので、土砂吐きからの流れを減勢することが、重要なことではないのかと思われま

すが、如何でしょうか。 

三谷委員長 

 ・他の委員の皆さんどうでしょうか。 

  非かんがい期部分の落差の解消方法ということでございますけども、３つ目が一つの

考え方で進められる内容ではないかということでございます。 

悪七委員 

 ・今、先生がおっしゃった。 

河床は、下がらないだろう。 

  もう一つは、昨年の夏の増水と春の増水時に下流の方に土砂が流れ、右岸の方も完全

に今は、ストップしています。 

  中州の部分が掘れて向こうに流れている状況を見た時に、今のブロックをもう少し下

げた方がいいとおっしゃっていましたし、やっぱり河床は少しずつ削られていくので

はないかと思う。 

  横井さんの話ですと、真ん中に大きな石がありますけども、どうもあれが少し向こう

側に引っ張られたような感じだと話をしていたものですから、河床が下がっていく部

分とブロックを少し下げてはどうなのでしょうか。 
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安田委員 

 ・一つは出水時に、ゲートをどのタイミングで下げるかというと、ゲートより水位が 50cm

位上がった時には、ゲートを下げるということになっています。 

  今までは、始めからゲートが傾斜した状態の中で、水位が上昇して下げていた訳で、

そうすると魚道内に入る水量が少ない状態のところで下げています。 

  ところが、今回起立した状態で水位が上昇して 50cm まで上がると相当量の水が魚道か

ら流れます。 

  その相当量の水量が魚道内に流れたものが、魚道下流側の河道を開削したものであっ

て、上からの流れが、あそこを洗堀した訳ではなく、魚道からの流れによって洗堀さ

れています。 

悪七委員 

 ・中州のところですね。 

安田委員 

 ・あそこを突っ切った訳です。 

  今のような状態が維持出来れば、澪筋というのは安定します。 

  例えば、魚道で局所洗堀が、かなり激しくなっているのであれば、これは別ですが、

ある意味では過剰に堆積した部分が、丁度突破口みたいに開かれたような形になった

ので、これは少し様子を見ながら状況判断した方がいいかと思います。 

三谷委員長 

 ・よろしいですか。 

  他にご意見はございませんか。 

事務局 

 ・10 頁の護岸摺付けのときに、この隔壁を３つ造って同じように下流側に深掘りをして

減勢させるときに、今の形ですと１ｍ以上の落差がありますが、減勢工を付けるとき

の高さというのは、どの程度にするのですか。 

また、そこに堀込みが出来ると結局、魚道に上がるところで落差が大きくなると思う

のですが、どうなのでしょうか。 

安田委員 

 ・それは多分無いと思います。 

  下流側に今のようなブロックを置きますと、それよりも上流側にあるブロックを下げ

るだけなので、水位は、下流側に設置したブロックの高さで拘束されることになりま

すから、今の想定した水位が極端に下がるということは無いと思います。 

事務局 

 ・深さを持っている水深のところに行くので構造物としては、落差はあるけども、魚道

としては水位があるので問題はない。 
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安田委員 

 ・ウォータークッションになって、水がプールだったというようになれば、問題ないと

思います。 

事務局 

 ・イメージとしては、水位があの位置で行けば、そのまま後ろへ行けばいいということ

ですか。 

安田委員 

 ・そのようなことです。 

悪七委員 

 ・右岸から左の方へ掘られている関係で、並べてあるブロックが下がってはいけないの

かというのが疑問だった。 

安田委員 

 ・今の非かんがい期の所は、土砂吐きによる局所洗堀が発生して、あのように深掘れに

なっています。 

  この流れを減勢させないと河床の低下に繋がってしまいます。 

  どこかでそれをやらないといけません。 

  それを例えば、満遍なく川にエネルギー減勢を任せるのか。 

それとも魚道の直ぐ後ろで、その減勢をさせるのか。 

エネルギーの減勢のさせ方によります。 

なので、一度下流側で河床低下を起こすと更にまた下流側で段差が起きたりして、大

きな不具合が生じてしまいますので、なるべく魚道の直下でエネルギーの減勢を速や

かにさせて下流側の河川に繋げることが、一番有効であるということを判断していま

す。 

今現在のウォータークッションとなっているような配置で、ブロックが全く動いてい

ませんので、その事実を踏まえるとその状態をスライドして、今は新しく付けた隔壁

の下流側に、堀込み部を付けた方が賢明ではないかと判断して、そういう発言をしま

した。 

事務局 

・今造られている非かんがい期魚道の水深上の考え方というのは、非かんがい期になっ

て水が流れると当然、今の下の落差工になっているところの水深上は、ハンチ以上の

所には水がある形になっているので、この落差はかなり深いですが、水深ということ

で行けば取り敢えずは、今の魚道に水が流れている状況なので、今の形のままでも水

深上は、そこにいる魚には影響はないのではないのか。 

安田委員 

 ・おっしゃっているのは、多分水位だと思うのですけども、水位は今の魚道の下流端の

前後を見ると水面差が 50cm 以上開いていますので、現在の状況ではやっぱり上るのに
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は非常に厳しいと思います。 

事務局 

 ・今の形から例えば、ハンチの分を先に延ばしていくという形で摺付けると、現況の形

のままで横を延ばしてあげれば形は整う気がする。 

安田委員 

 ・平水時とか豊水時、ようするに魚が移動する流量規模であれば、おっしゃるようにそ

れで良いのですが、今問題となるのは増水時です。 

  例えば、融雪洪水のようなものが来たときに、土砂吐きはゲートを下げていませんね。 

古崎代理委員 

 ・そうです。 

安田委員 

 ・下げてない状態ですと、土砂吐きからまとまって水が流れてきます。 

  増水した時に、減勢機能が有していないとなると、やはりその下流側の局所洗堀がど

うしても否めません。 

  なので、減勢を速やかにするためには、ある程度ウォータークッションを使った上で、

下流側に繋げることが最善という考えで先程のようなお話しをさせて頂いたというこ

とです。 

 ・従来の洪水流の減勢の仕方でいいますと、頭首工は特に多いのですが、水叩きがあっ

て、その下流側に護床ブロックを敷いて、それで河川に繋げるということです。 

今までは水叩きに流れが落ちて、それで護床ブロックを通して減勢がある程度出来て、

下流側の河川に繋げるというのが基本なのですけど、実際にそういう低いダムの中で、

水が流れるようにするとどうしても高速流が底を沿ってしまって、その速い流れがブ

ロック上で速い流れが通過すると吸い出しとか不等沈下というものが起きて、ブロッ

クが流失するという事故、それからブロックの下流側で、また新たな局所洗堀が発生

するということが起きてしまします。 

これはここだけでなく全国の色々な所で見受けられることですから、今の水叩きとブ

ロックのあり方で速やかに減勢が出来ているかというと、結論からいうと出来ていま

せん。 

そこで、減勢出来るようにすることで、段差が生じることなく河川との繋がりが維持

出来ます。 

  その点を留意して、始めからプール状のものを造ってブロックを下流側に繋げること

が最善ではないかという話をさせて頂きました。 

三谷委員長 

 ・今のご意見、提案ですけども 

安田委員 

 ・ここで今、即答する必要はないと思います。 
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  そちらで検討して頂いて、それから最終的に考えて頂いたらよい。 

事務局 

 ・事務局の方で３案それぞれ提案させて頂いていますが、ここの下流側の減勢につきま

しては河川協議もあり、今年の施工にはなりませんので、安田先生から言われた内容

を考慮し、検討して事務局の方から安田先生を通じて構造の検証をさせて頂きたい。 

安田委員 

 ・技術的な話として進めていくことなので、委員会としては、連続性を確保して、増水

時に局所洗堀が起きて落差がまた発生するということがないようにする、と言う方向

性の提案にとどめるだけでいいと思います。 

事務局 

 ・下流側の接続については、事務局の方で再度検証する。 

三谷委員長 

 ・委員会としては、今お話し頂いたところで進めるということで、よろしいですね。 

  それでは、他にございませんか。 

  なければ、次の吉野頭首工の方に行きたいと思いますが、よろしいですか。 

  では、吉野頭首工について、説明をお願い致します。 

事務局 

 ・吉野頭首工の説明を致します。 

  12 頁、吉野頭首工につきましては、今年の冬工事を行いました。 

  作業の状況、副ダム設置の状況を写真で整理しています。 

  次に 13 頁、魚道内の流況は、今日見て頂いたとおり写真を撮った時は、こういった状

況で左下の写真を見て頂くと穿孔も写っている状況で、普段は非常に綺麗な水が流れ

ています。 

  魚道内の流況も、下流側出口の所の土砂堆積がかなりしておりまして、下流から４段

目の隔壁までが、水没した状態になります。 

  その間については、流速はありませんので、魚道内に土砂堆積と併せて穿孔の閉塞が

認められます。 

  土砂堆積の状況について、14 頁です。 

  ７月に入ってから現地で実際に土砂堆積の状況を測量致しました。 

  その結果を魚道との高さ関係で示したのが、下の図面です。 

  Ｄ＝０と書いたピンクの線、これが魚道のある擁壁の所に沿った縦断図になります。 

  魚道中央部は、魚道敷高から 65cm～90cm の高さで土砂が堆積しています。 

  数字的には、今申したような数字ですけれども、状況としては、左側の写真を見て頂

くと分かるとおり、エプロン・ゲート等の所、ゲートから３ｍ位行ったところからぎ

っしりと土砂が堆積している状況です。 

  これは今、魚道側の河道の状況ですけども奥側の土砂吐きのある側、河道中央につい
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ても土砂堆積が進んでいますけども魚道側程ではないということです。 

  特に、土砂吐き側については、あまり土砂堆積が見受けられないという状況です。 

  16 頁に 2007 年ですから５年程前、当初の魚道を設計した時の写真を付けてあります。 

  エプロンについては、コンクリートの叩きが出ている状況、河道の左岸側に沿っても

かなりハッキリとした澪筋があったという状況です。 

  この土砂堆積については、昨年あたりから兆候が出ていまして、今年の春、かなり劇

的にといいますか、堆積が進んだといった状況です。 

  これについては、対応策としては、魚道内で更に堰き上げするとか、そういったこと

も考えられるのですけども堆積の状況は持続性です。 

これは、今ひとつ確かではないというところで、正直考えあぐねているといった状況

です。 

  以上です。 

三谷委員長 

 ・吉野頭首工については、３点の検討課題を説明頂きました。 

  このことについて、ご質疑が御座いますでしょうか。 

安田委員 

 ・先程、現地の中で魚道内に入らして頂いて、確かに堆積によって水位が上がって、堰

き上げの影響で最大でも１ｍ強位の水深になっているということは、確認出来ました。 

  今の状況ですと隔壁から乗り越えている流れは、上から２番目位までしか見えなくて、

後はずっと平坦な流れになって、水深が１ｍを超すような形になりますと池の様な形

になって、あまり流れが感知出来るような状況ではありません。 

  この写真で、14 頁に写っているものから見るとゲートは、下がった状態のままだった

のですか。 

事務局 

 ・いいえ 

安田委員 

 ・一回ゲートは、開いたのですか。 

  洪水の時に。 

事務局 

 ・14 頁の写真は、今回見て頂いたと同じ状況のゲートの位置です。 

安田委員 

 ・今、私が関心を持っているのは、洪水時にゲートが下がったままなのか。 

  それとも、上げたのかということです。 

事務局 

 ・秋だから上げています。 
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安田委員 

 ・上げていますか。 

  洪水後に撮影されたとした時には、ゲートをどの段階で下げられたのですか。 

  下げた時に、土砂は堆積していなかったのですか。 

事務局 

 ・していました。 

  それで、ゲートを下げられませんので除けました。 

安田委員 

 ・洪水後、そこに礫が堆積していたので、堆積した礫を除けてゲートを下げたという理

解でよろしいですね。 

  ということは、頭首工の上流側の河道から見ると蛇行していますので、魚道を造った

所が堆積側なので、土砂が上流にあるとそれが生産されれば、必然的に魚道側の方に

堆積してしまうというのは間違いないです。 

  そこで、これからのゲートの上げ下げによって、フラッシュする可能性があります。 

  例えば、ゲートが 365 日下げている訳ではないですよね。 

  利水が終わったら上げる訳ですね。 

  その上げた段階だとか、上げる前の段階でも出水があって、ある程度増水すれば、ゲ

ートを上げていくという操作もありますよね。 

  そのような繰り返しによって、今堆積したものが移動する可能性はありますよね。 

  今の堆積状態がずっと維持される訳ではないと思います。 

  今後、流量変動に伴い河床の変動があります。 

  変動がある中で、魚道下流端からの水深が上がっているものに、対策として何が出来

るのかといいますと、魚道の下流端の壁の所にＬ型のアングルを付けまして、木材で

作った隔壁を下流端に入れます。 

  現在でも魚道下流端に隔壁が設置されています。 

  この箇所に、木材で作った隔壁を丁度乗せるというか、そこに下まで木の板を入れて、

一部切り欠いた隔壁を下げていって流れを形成させるのです。 

  つまり、隔壁を入れて、そこからの越水する流れを作ってあげて、魚道からの流れを

作るのです。 

  今の状態では、魚道からの流れが全く認識出来る状況ではないので、当面は板で仮に

仕切って、魚道からの流れが認識されやすいようにします。その間、魚道下流側の河

床がこれから変わりますよね。 

  変わってきたら隔壁の位置を替えてあげればいいと思います。将来、堆積物が流出し

魚道施工前と同じような状態になったら隔壁を取り除けばいいです。 

  これを恒久的なものを作ると多分コンサルの方でお困りになっているように、今の時

点でしっかりした物を造ればいいのかどうか、迷うところだというのは、それはごも
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っともな話だと思います。 

  ある意味では、移動可能な物を造ってあげる。 

  レールとして、今の魚道の両側の壁にアンカーで打って、ボルトで締められるような

ネジや穴を造って、木材に穴を開けてボルトで締めてあげる。 

  そうすると位置は、ずれませんよね。 

  そういうような本当に簡易的な方法で、上手く乗り切るというのは、現実的ではない

かと思います。 

また、おそらくこの頭首工からも利水として結構水を取られていますよね。 

  今日は幾分増水しているということもあったと思いますが、どうでしょう。 

  水を取水した状態で、増水が余りしていないような状態でも、ゲートからの流れとい

うのは、それなりにありますよね。 

長谷川代理委員 

 ・そうですね。 

  今日見た感じです。 

安田委員 

 ・あんな感じですね。 

  あの分というのは、使っていない部分ですよね。 

  そうすると隔壁の一番上流端をもう５cm 位切り取っても利水には、影響ないのではな

いのかと思われるのですが、そこの部分は如何でしょうか。 

長谷川代理委員 

 ・使っている人から言ってきていない。 

  まだ、わからない。 

安田委員 

 ・例えば、今年１年間様子を見て頂いて、利水状況としてある程度十分取れるというこ

とが確認出来た場合、少し上流側の方の高さを下げて頂いて、魚道からの量が増やせ

るとよいと思っています。 

  これは、いきなりしなさいという話ではなくて、様子を見て頭首工ですから、頭首工

としての機能が果たせて、且つ、その中でゲートから越流する水量があれば、魚道内

の水量を増やしてもらいたい。 

それは、２次的な希望です。 

  今すぐにやらなければ、いけないということではありません。 

  すぐにやらなければいけないのは、下流端の方です。 

  下流端の方で流れを付けてあげる。 

  それを付けるために、木製で造った隔壁を下流側において、それを押さえるためにＬ

型の鋼材を魚道の壁のサイドに打ってあげる。 

  当然、ボルトのネジはサス（ＳＵＳ）ですよ。 
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  鉄では、直ぐに錆びて壊れてしまいますから、そういう形で暫定運用するという考え

方が今の吉野頭首工には、求められることかと思います。 

  今の土砂がこのまま堆積が維持するのかどうかも多分わからないと思います。 

  今までも、それなりの堆積というのもあったかと思います。 

  堆積されたものが下流側に流され、新たな堆積が生じるといったことが繰り返される

中で、どのくらいの周期で繰り返されるのか分かりませんが、現時点で、こういうも

のをガッチリ造るという考え方よりも暫定的に隔壁が少し流動的に調整出来るような

ものにして、流れの呼び込みを付けて、少なくとも魚道へ誘導出来るような環境にす

ることが、賢明ではないかなと思いますが、如何でしょうか。 

三谷委員長 

 ・皆様、如何ですか。 

川の流れを作るということだと思うのですが。 

悪七委員 

 ・魚道は、それでいいと思います。 

  だけども、魚道から川に流れた部分が、今の状態ですとダムの方からの水が、そこと

の連絡が全然なしで、ほんの僅かだけが流れている。 

  そこで魚の方が、そっちの方をどうやって、選んでくれるのかなと思う。 

安田委員 

 ・先程言っていたように、理想的にはもっと魚道側に水を流して欲しい。 

悪七委員 

 ・放っておけば当然その水でもって、今の流れではなく、逆に堆積した小砂利の所を流

れて繋がる可能性も出てくるだろうし、中州の方の流れも出来るような気がしますけ

どね。 

安田委員 

 ・魚道内の流量を増やしたいと言っても利水側の方の状況が、見通しがつかない状態で、

闇雲に今ここで、５cm 下げましょう 10cm 下げましょうと言っても利水機能そのもの

が、おかしくなってしまうと元も子もない話になってしまうでしょう。そこは様子を

見て状況に応じて出来る限り、そういうものが可能であればと思いますけど、例えば

ゲートからの越流出来ていない状態で、水が足りない場合は、今以上に考えなければ

いけないことだと思います。 

  常時、水がゲートから越水していて、利水上は問題ないと言うようなことであれば、

それは余計な部分は、水が魚道の方に来られるとありがたいと思っています。 

三谷委員長 

 ・どうでしょうか。 

  上流側の取り口の部分については、様子を見ながら、という事になりますが、下流の

出口の所に水の流れを作って変化を持たすということは、どうなのでしょうか。 
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事務局 

 ・上流側の方の流入口を下げるというのは、今の状況で出来上がっていることと、そも

そも河床が通常どおりの高さで、堆積がなければ問題がない。 

  上流端を弄るというのは、今の段階では難しい。 

下流端の方については、言われるように私もあの状況を見れば、最終的に角落としを

して誘い水を造る方法は、あるのだと思いますが、悪七委員が言われるように、そも

そも下流の状況があの状態の中で、それをする効果がどこまであるのかということと、

近年の中での堆積状況なので、現実的に来年すぐに無くなるかどうかは分かりません

けども、先生が言われるように今の一時対策としては、そういう方法はあるだろうと

思います。 

安田委員 

 ・例えば、頭首工が出来て以来、今回生じた堆積が、今回が初めてということであれば、

別ですが、初めてではないと思っています。 

事務局 

 ・我々も長くないので、改良区で分かりますか。 

  長いスパンで見た時に、あそこの堆積はどうですか。 

改良区 

 ・初めてではない。 

森下委員 

 ・左岸側は、かなり堆積している。 

安田委員 

 ・堆積はしていますね。 

森下委員 

 ・しています。 

安田委員 

 ・堆積されていることもあるようなので、周期的に河床が下がることもあれば、堆積が

進行する場合もあり、河床変動はそれなりにはあると思います。 

  そういう中で考えると、あまりそこに恒久的に下流端の対策をとるよりもある程度、

移動性のあるようなもので、臨機応変に対応した方が現実的ではないかと思われるの

ですがどうですか。 

悪七委員 

 ・河川の方で、吉野の川を真っ直ぐに繋ぎましたよね。 

  そのことと今の右側の岩盤、あの岩盤は、昔から私も見ていますけども今回は水が少

ないせいか、凄く骨が見えるような感じがする。 

  それと河川を短くして掘っていったことと河床の動きとの関係はどうなのでしょうか。 
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川瀬委員 

 ・厳密に即答出来る状況ではないですけども、一つ言えるのは、吉野川の右岸側の積ブ

ロックの基礎は、完全に洗われて当時造ったよりは、洗堀されている。 

  ところが左岸側というのは、植生もおがっているし、堆積土砂が 70cm も溜まっている

状況は間違いないと思います。 

  川幅の中で、左岸側に堆積しやすい状況、澪筋が右岸側に流れている。 

そういう状況の中で、魚道は迷入といいますか。誘い水がないので、上りにくいだろ

うというのもおっしゃるとおりだと思います。 

安田委員 

 ・もう一つですね。 

  ゲートの操作の仕方、これは改良区からすると面倒な課題をいうことになるかもしれ

ませんが、ゲートを同時に開けるのではなくて、優先的に魚道側の方を開けて頂いて、

一番反対側の方がアウトコースなので、流れが走る側の方なので、アウトコース側の

方を先に開けると、インコース側で堆積が進みます。むしろインコース側を開けて頂

いた方が、堆積が多少軽減出来ます。 

  それが協力できるのであれば、そうして頂きたいと思います。 

  それで様子を見たい。 

  ゲートの開放順序を考えて頂きたいですね。 

  最終的に全部開けるのはいいですが、開け方として、始めに内側を開けて、真ん中開

けて、外側開けてというふうに徐々に内側から開けて頂きたい。 

  それは、ゲートの運用で土砂の移動というのは、かなり変わってきます。 

  後は、魚道の方の水位の上がり方というのは、河床の堆積の仕方で全然変わってきて

しまいますので、やはりそこの部分は、流動的に流れを導いてあげることが重要で、  

やらないと意味がないです。 

  魚道の上流側が弄れるか弄れないかは最後の話で、魚道の下流端の方については、流

れを誘い込むようにしない限り、全くない状態から比べれば、魚はそれなりには認識

しやすくなるはずです。 

悪七委員 

 ・今の状態でもゲートから水が溢れてきて、あそこへプールが２つ、両側に全部で３つ

ゲートがあって、そのプールよりもかなり段差があるます。 

  今日見た段階では、真ん中がゲートとゲートの間に下流側に仕切りみたいなのがあっ

て、そこで見ると魚道側の方がかなり高くて、土砂吐きの方が低い。 

安田委員 

 ・おっしゃるとおりです。 

  蛇行している川なので、同時に開けますと川の性格上、外側を走る。 

  堆積している部分も時間が経過すると共に上流側の堆積している様子が変わっている
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と思います。 

  例えば、水が乗りやすい堆積と水が滅多に乗らないような堆積ですと余計に外側を走

る傾向があります。 

  そうなってくると堆積が生じる対流域というのは、どんどん増えてきて、ゲートを開

けてもその部分で土砂が溜まってしまう。 

礫が溜まってしまう。 

ということは、必然的に起きやすい。 

例えば、インコース側で堆積が起きると浚渫をしてゲートを閉まるまで控除しなけれ

ばならないということになるのは、これは当然の話です。 

ですから、なるべく水の流れを上手く利用して、そこで土砂を排出するように操作を

することが重要かなと思います。 

三谷委員長 

 ・経過観察が必要であろうということですが、経過観察するにしても今のままですると

言うことではなく、提案して頂いたことを試しながらやっていくということになろう

かと思うのですけども、例えば改良区のゲートの操作のことを言えば、魚道側を先に

挙げる操作は可能なのでしょうか。 

長谷川代理委員 

 ・特水の頭首工なので管理規定があって、その内容を確認しないと今は分からない。 

  例えば、魚道側だけ開けることが期間の中で出来ればいいのだが、改良区としては、

期間が終わればゲートを全開したい。 

安田委員 

 ・時間差の問題で、ここを開けたら１日、ここを開けたら１日ではなくて、例えば時間

差を少し付けるだけでいいです。 

  その１日の中で、最終的には全部開けるにしてもその時間差をどこまで付けられるか

は、多分工程というか、今までルール上の問題もあると思うので、他の河川でやって

います。 

  道内で、ここだけやれないということは、無いと思います。 

  そのルールは、少なくともそういう運用はやっている所もありますので、そこの部分

を吟味して頂いて、どの位の時間差かは、許容範囲内でやって頂くしかないと思う。 

  ゲート開放運用を考えて頂くと今の土砂の排出については、効率よく出来るものと思

います。 

  是非、検討して頂ければと思います。 

三谷委員長 

 ・後、下流側の角落としはどうでしょうか。 

事務局 

 ・今、こういう形でやりますというふうには、中々難しい所もあるので、手法は分かり
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ますので、私も水道を造るとしたら最終的には、角落とし方式しか恐らくやりようが

ないので、後は構造体がどういう形になるか。 

  単純に木では、水圧を考えると難しい所があるのかどうか。 

  その辺は検証しますけども、そういう検討の仕方で行きたいと思います。 

  恐らく、改良区も特水のところなので、時間に何十㎝と決まりが放水するのにあたっ

て、その時に全部のゲートで操作するのか、片側のゲートで随時時間差調整出来るの

かは、ありますけど多分そういう規定は間違いなくあると思うので、そこも確認して

頂いて改良区とも相談させて頂きながら、今言われたような内容について、検証させ

て頂きたいと思います。 

三谷委員長 

 ・そのようなことで、これからも検討して頂くということでよろしいでしょうか。 

  他に御座いませんか。 

  無ければ、今の３点については、検討を進めて頂くということでよろしいですか。 

  それでは、３つ目の西徳富第４幹線頭首工の工事計画について、説明をお願いします。 

事務局 

 ・西徳富第４幹線頭首工については、式次第の５番目に今後の事業予定内容の説明が御

座います。 

  昨年度、委員会の中で検討して頂いた内容そのままですので、その後の今後の事業予

定内容説明のところで説明させて頂きたいと思います。 

 ・１点確認ですけど説明の中で、穿孔の蓋の話が昨年度ありまして、今年の吉野の状況

等を見て、蓋を付けるまでないと事務局の方としては判断をしていますけども、その

点についての意見を頂きたいというのとこれは補足ですけども、先程吉野の利水に影

響を及ぼすというような話があったかと思います。 

  それとゲートそのものをオーバーフローしているので、魚がそもそもそっち側の水に

引かれるのではないかということですけれども、吉野の施設そのものが、あのゲート

を 12cm オーバーフローする前提で各種の取水施設も造られていることになっていま

す。 

  従って、上流側を弄る場合には、取水施設そのものの構造も変えないと水を回すこと

が、出来ないという条件にあるというのはありますので、今後検討する場合には、注

意する必要があるということです。 

  それと、先程の話になりますけども穿孔の蓋について、委員の方からのご意見を伺え

ればと思います。 

三谷委員長 

 ・それでは、今ご説明頂いたのですが、穿孔の蓋の必要性についてのご意見を頂きたい

と思いますが、如何でしょうか。 
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安田委員 

 ・穿孔の蓋については、私個人としては、要らないかなと思いますけども状況から見る

と確かに上流側から少し大きい 10cm を超える位の玉石が入っています。 

  只、入っていたとしても蓋自身がすぐ詰まるというような状況ではなかったので、あ

れは無くてもいいのかなというふうには、流況から見ても穴から出ている流れで、通

常経路が阻害されているということは全くないので、それでは問題ないかと、蓋が無

くてもいいかなと思います。 

三谷委員長 

 ・他の委員さんは如何でしょうか。 

悪七委員 

 ・10cm 位の玉石なら。 

三谷委員長 

 ・今のご意見で、穿孔の蓋については、無くても構わないということでよろしいでしょ

うか。 

安田委員 

 ・一つだけ、その穴の話はいいのですが、先程ルーラルさんの方で話されていた。農業

用のゲートからの越水の話ですが、今の越水は当然、水位が利水施設としてそこを前

提に造られたものだと、だからその水位を下げるようなことがあってはやはり困る。 

難しいだろうというような話があったと思いますけども、どうすれば上手くいくのか

という次のステップが必要だと思います。 

  駄目だ、駄目だと言ってしまうと何の可能性もなくなってしまうので、ゲートの上部

にもうちょっと嵩上げするようなものを付けてあげるとか。 

  例えば、難しいかどうかは色々あるとしてもやはりもうちょっと考え方を前に一歩で

も二歩でも前進出来るような話が出来るといいなと思う。 

  難しいで終わったら、もう難しいで終わってします。 

事務局 

 ・実際には、取水口の幅を広げればいいのです。 

  簡単なことですけれども、それは、今ある許認可ですとか、全て拘わってきますので、

当然簡単ではないという意味で、話をさせて頂いて、ネガティブなことを言った訳で

はなくて、オーバーフローしている何か余った水がいっているような認識ではなくて、

それがそもそも今は必要ですよということをあえて確認させて頂いたということです。 

三谷委員長 

 ・如何でしょうか。 

安田委員 

 ・その越流した水が魚道に欲しいなと。 

  それだけです。 
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三谷委員長 

 ・この件で他にご意見御座いませんか。 

  次に進んでよろしいですか。 

  今、時間も大分過ぎておりますけども、この３件の今説明頂いた検討課題の三つ共通

したようなことで何か御座いますか。 

  無ければ、次の議題の方に移りたいと思いますけどもよろしいでしょうか。 

  それでは、４つ目の魚類相調査の報告ということでお願いしたいと思いますが、小出

委員よろしいでしょうか。 

小出委員 

 ・さけます内水資の小出で御座います。 

  よろしくお願い致します。 

  本年の６月２５日から２６日に掛けて行いました魚類相の調査概要について、ご報告

申し上げます。 

  方法ですけども上徳富第２幹線頭首工を挟んで上流３地点、上流部は徳富川頭首工ま

でのＳｔ１，２，３、それから第２幹線頭首工から下流に向けてＳｔ４，５、そして

第２幹線頭首工の魚道内の桝についても調査を行っております。 

  採捕方法ですけども投網と背負式電気ショッカーを用いて採捕して測定等を行ってお

ります。 

  調査時の流況ですけども河川水温につきましては、21℃～25.1℃の範囲、それから先

程の現地視察時と同じように転倒式の可動堰は完全に上がっていて、殆どの水量が魚

道側に流れていたというような状況で御座います。 

  頁を捲って頂いて、結果の方に移りたいと思います。 

  魚類相の調査では、ウグイ類それからフクドジョウ及びヨシノボリがＳｔ５を除く、

全地点で採捕されております。 

  平成 24 年度の特に顕著に見られたことは、魚道内でフクドジョウが今日もかなりの数

が見られたかと思いますけども、24 年度フクドジョウがこの時の調査で 1,330 尾、そ

れからサクラマスの稚魚が魚道の桝の下流側の所で１尾ヤマベが採捕されております。 

  それから、昨年の調査結果の際の質問、森下委員から出た質問かと思いますけどもモ

クズガニにつきましても魚道の一番下の桝で１尾確認されております。 

  全体で 1,483 尾採集されております。 

  只、サクラマスとか、カワヤツメ、海と川を行き来するそういうような魚種について

は、今回の中では確認されておりません。 

  今後、秋丁度大型のマス類が遡上する時期に合わせても、同じように魚類相調査、産

卵床調査等を行う予定になっております。 

  簡単ですけども以上で御座います。 
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三谷委員長 

 ・今、ご報告頂いた件についきまして、何かご質問御座いますでしょうか。 

森下委員 

 ・質問ではないのですけども、モクズガニが桝の位置 20 という所で見つかったと、大変

嬉しいことだなと、徳富川にまで魚が戻って来たのだなということで嬉しく思います。 

  ５～６年、もう少し前までは、あの辺に石狩川と徳富川の合流地点で、よく捕獲して

展示していましたので、何時か上がってくるのではないかなと思っていたので嬉しい

なと思う。 

  まず、これを見て万歳。 

  それからもう一つは、桝の中でフクドジョウが上がっている姿を見て良かったな、や

っぱり魚道を造って、それが一番の収穫。 

安田委員 

 ・例の遊泳速度は見直した方がいいという証明が出来ましたので、是非見直して下さい。 

横井委員 

 ・私も折角これだけのお金とこれだけの皆様のご意見を頂きながら魚道を造って頂いて、

今日の魚道の状況を見て、非常に自然に戻ったなと感謝しています。 

  また、色々と先程お話しされた問題等も土地改良区の協力を得ながら、徳富川という

ものを大事にしていくためには、やっぱり管理方法だとか色々なことも含めて、良き

未来の子供達のためにも検討して頂きながら感謝しています。 

三谷委員長 

 ・他にご意見等御座いませんか。 

  モクズガニって私知らないのですが、大きいものですか。 

森下委員 

 ・俗に、上海ガニと同じ仲間です。 

  食べれば、美味しいです。 

  だから今でも石狩川の河口の方では、取って食べています。 

  段々、上流に上がってくるのは少なくなっていますけども、産卵のために海に戻るの

で、その時に捕まえます。 

  後、願わくば、ここでいうＳｔ１でサクラマスの稚魚が出たというのであれば、我々

が願っている本当の魚道が出来たということになる。 

安田委員 

 ・もう間もなくです。 

小出委員 

 ・今回、桝の一番下でヤマベなので、あのヤマベが下から来たのか、上から下ってきた

のかというのは、確認出来なかった。 
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悪七委員 

 ・ヤマベは上流で放流しています。 

  砂金沢の方。 

小出委員 

 ・下流側の方では、放流して・・・。 

悪七委員 

 ・下流ではなくて、左から入る総地川で放流しています。 

森下委員 

 ・砂金沢ですか。 

悪七委員 

 ・そうです。 

  昨年あたりは、市街の中学校前あたりで、ヤマベを子供達も釣っています。 

  多分あれは、放流したものが下りてきたのではないかなという感じがしている。 

  上ってきてくれれば、万々歳だけども。 

森下委員 

 ・10 数年前は、吉野頭首工でも釣っている人を見つけて、どうですかと言ったら、１匹

釣っていましたね。 

悪七委員 

 ・ニジマスでなくて、ヤマベですか。 

森下委員 

 ・ヤマベです。 

  10 年前ですけどもね。 

今は、どうなのか全く分からないですけどね。 

悪七委員 

 ・ニジマスは、結構吉野あたりでは、釣れています。 

森下委員 

 ・昔は、ニジマスをあそこで盛んに放流していました。 

私達も、外来種だから駄目だと言って、何時からかヤマベに変わりました。 

三谷委員長 

 ・期待を込めて一匹いれば、まだまだいるのではないかと期待を込めたいと思います。 

鈴木委員 

 ・私も今、フクドジョウというのがさっき上るのを見て感動しましたけどもドジョウっ

て、あれがドジョウだったのですね。 

  ドジョウというのは、田んぼなどにいるものを思っていたのですが、あれがドジョウ

ですか。 
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森下委員 

 ・田んぼなどにいるのは、マドジョウです。 

鈴木委員 

 ・今日上っているので感動していたのですが、ドジョウって言われたらこれがドジョウ

だったのかと思い、聞いてみました。 

小出委員 

 ・渓流に住むドジョウの仲間で、マドジョウとは違いますけども、大体上流から下流ま

でいる種類ですね。 

鈴木委員 

 ・普通の私が見たドジョウと同じ位の大きさになるのですか。 

小出委員 

 ・そうですね。 

安田委員 

 ・因みに、実験室で水温を同じ位にしてもやる気を全く示さない。 

  本当にたちが悪い位やる気を示さない。 

  下流側に流れてペターとなってしまう。 

  あーなると本当に愕然として、やる気がこちらもなくなるのですけども、ちゃんと川

の中では彼らが上ろうと意識があって上っていきます。 

鈴木委員 

 ・あの姿を見ましたら先生の始めにおっしゃったのと、全く同じように上がっていくの

ですね。 

  さすが、博士だと思いました。 

三谷委員長 

 ・今日は、実際に魚道を魚が上っているのを確認出来たということで、本当に実感され

たと思います。 

  それでは、魚類相調査の報告については、これでよろしいでしょうか。 

  それでは 5 つ目、議題としては最後になりますけども今後の事業予定の内容の説明に

つきまして、お願いしたいと思います。 

事務局 

 ・それでは、今後の事業予定につきまして、平成２４年度においては、西徳富第４幹線

頭首工の魚道を整備する予定になっております。 

  現在、工事発注を９月に予定しておりまして、工事内容の詳細につきましては、北部

耕地から説明致しますので、よろしくお願い致します。 

事務局 

 ・空知総合振興局北部耕地出張所の古山です。 

  どうぞよろしくお願い致します。 
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  本年度から担当になりまして、余談では御座いますが、先日の魚類相調査に同行させ

て頂きまして、何も分からないまま皆様の後ろをついて行くとこの写真に御座います、

モクズガニを発見致しました。 

  丁度、台形断面の上あたりをコソコソと歩いているところを捕獲しました。 

 ・本年度の工事内容について説明させて頂きます。 

  資料につきましては、お手元に御座います。 

  西徳富第４幹線頭首工設計図と書かれた資料をご参照下さいますようお願い致します。 

  ２頁目に地図を添付しておりますが、本年度は先程からお話しのあるとおり、吉野頭

首工上流部にあります、西徳富第４幹線頭首工について、工事を発注し、魚道を設置

する予定であります。 

  工期につきましては、９月 18 日から来年３月 28 日を予定しておりますが、魚道本体

を造成する河川内の工事につきましては、河川渇水期であります 12 月１日からの施工

を予定しております。 

  なお、９月から 11 月までの期間につきましては、頭首工へ行くための仮設道路の造成

ですとか、河川を締め切るための土のうの製作などの準備期間として工期を設けてお

ります。 

仮設道路につきましては、資料６頁に大まかな資料では御座いますが、添付しており

ます。 

基本的には、現道をそのまま利用致しまして、頭首工まで行きますが、頭首工まで行

く間の 470m の区間につきましては、道幅が狭く、工事車両の通行が難しいため鉄板

を敷設して通行する予定としております。 

河川内の工事つきましては、資料７頁に付けておりますけども魚道の構造については、

先程お話ししましたとおり、昨年度この協議会の中で、お諮りになっているというこ

とで割愛させて頂きますが、施工の方法としまして魚道を設置する箇所を土のうによ

り締め切りまして、締切内部をポンプ排水しながら掘削、コンクリート打設等を行い

まして魚道の設置を行います。 

以上簡単では御座いますが、私から本年度の工事内容と言うことで説明を終わらして

頂きます。 

三谷委員長 

 ・ありがとうございます。 

  西徳富第４幹線頭首工の魚道整備ということで、説明を頂きましたけどもこのことに

ついて、何か質問等御座いますでしょうか。 

 ・完成は年度内ギリギリになるということですか。 

事務局 

 ・はい。 
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安田委員 

 ・特に、施工を今までやった経験の中で見えてくるのは、魚道と河川の接続の環境です。 

  ここが一番難しい。 

  施工上は、そこら辺を留意して頂いて、川との繋がりが本当に上手くいくのかどうか

ですね。 

  その辺のところは、現地でも確認をして、難しい課題がある場合は、早急に対応した

方が出来ることは多いと思います。 

  是非、教えて頂ければと思います。 

事務局 

 ・わかりました。 

三谷委員長 

 ・他にありませんか。 

  よろしいですか。 

  無いということで御座いますので、工事の方をよろしくお願い致したいと思います。 

  それでは、予定しておりました議題については、終わりましたけども総合的に何か皆

さん御座いますでしょうか。 

安田委員 

 ・最後に、徳富川だけの話ではないのですけども、例えば、治山堰堤にしても、砂防堰

堤にしても、頭首工にしても、河道の整備にしても、川を全体的に見て、個々の位置

付けをしていかないと本当の目的は達成出来ません。 

  頭首工の部分だけを見て、上手くいくだろうと思っても今回のように河道が変われば

必ずしもそうではない結果になるし、河道が何故そういうように変わってくるのかと

いうことを川全体から見ないと例えば、土砂の供給があったとしてもあの土砂の供給

がどこから来たのかとか、そういう所のかなり細かいことかもしれませんけども、そ

ういう所をちゃんと気を配っていかないと、本来の川の整備というのは、中々上手く

いかないと思いますので、是非、これから色んな多分機会があるかもしれませんけど

も、川全体から見てそれぞれの該当する場所を見る考え方を付けて頂くと非常にあり

がたいなと思います。 

三谷委員長 

 ・他にご意見等御座いませんか。 

長坂委員 

 ・今日の全体を統一した問題・課題というのは、多分土砂の管理だと思うのですけど、

堆積した土砂が魚道の上流側も下流側も多分堆積状況が結構年々変わったりすること

で、魚道内を流れる流量をどう確保出来るかというのと、魚道内の構造は、安田先生

の設計で土砂が溜まらないような格好になっているというのが、今日も確認出来たの

ですけども、結局、川は年々動いているので、そこをどう管理していくかという意見
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と施工して完成型でないというのが、魚道の宿命的な部分だと思うので、維持管理と

いうことを今後どうやっていくのかということと、あと簡単な方法でいいので、モニ

タリングというのを出来るシステムを作れたらいいのではないかと思っていて、本当

に非常に簡単な方法でいうと定点写真をずっと撮る。 

  そのことは、一つあると思います。 

  今丁度、施工で入っているので定期的に出来ますけども、完成して現場に通わなくな

ると感覚的にこうだったという気がするとか、なってしまうのを回避するためにも継

続出来る簡単な方法でモニタリングするとかという意味では、定点写真を撮るとか、

魚道の入口出口のところに水筒みたいなものを立てておいて土砂が毎年、堆積状況が

どうなっているだとか、そういった現場で簡単に負担が無くできるような方法でモニ

タリングするということが、大事かなと思います。 

  そういうことが今後、検討出来ればと思います。 

 ・この計画が出来た時からちょっと気になっているのが、一番上流端に出来る徳富ダム

の運用の状況です。 

  多分、流況が変わると思うので、今でさえ頭首工の管理に非常に土地改良区がきめ細

かな運用をしているところに、上流の徳富ダムが出来ると、また多分状況がそれに合

わせて運用が、変わったりしていくことになります。 

  それはまた、状況を見ながら。 

  流況確保という意味では、結局この施工が終わって以降、徳富ダムの運用が始まって

からというのも注意して見ていかなければいけないのかなと思います。 

森下委員 

 ・実は今日、私が非常に嬉しかったのは、先程言ったとおりなのですけど、これは委員

だけ、ここにいる人だけではなく、もっと多くの人に知らせるべきでないのかという

ことで、報道機関でもいいし、広報でもいいから魚道を造って地道にやっているんだ

よ。 

  ようやく魚が上るようになったよ。 

  みんな、もう少し川に関心を持って、より川を大切にしましょうとＰＲがあっても然

るべきだと私は思っています。 

  特に、大人よりも学校にそういう文章を配って、見に来なさいではなくて、魚道を造

って実際こういう・・・。 

  今日は、フクドジョウでしたけども、他のものも上ってくるよ。 

  モクズガニも見つけることが出来たよというようなことをＰＲして欲しいと思ってお

ります。 

悪七委員 

 ・徳富ゆめクラブというのを作っています。 

その活動の中で今年もサケの稚魚の放流に、連れて行きたかったのですけども時期的
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にクラブを編成し直すものですから参加させることが出来なかった。 

やはり色々参加する機会を作っていきたいなと思っています。 

鈴木委員 

 ・私の方は昨年行いました。 

  それで是非、こういうことを行っておりますので、皆さんに徳富川の見直しを行って

みて下さいということで、事業の中に取り組みました。 

  新十津川を回りました。 

  役場の村中さんが、説明して下さいました。 

  その時は、まだ魚が上がってきていませんでしたが、何れはこうだからということ

で・・・。 

  そしたら、皆さんこういうことは、全然知らなかったと言っていました。 

  こういうことは、何時出来たのと言われて、村中さんが一生懸命説明をしてくれまし

た。 

  色んな形で私達も皆さんに、自分が行った時など説明をしております。 

  でも私は、子供達に是非見て頂きたいと思っています。 

三谷委員長 

 ・町としても出来る限り、機会を増やすようにＰＲしたいと思います。 

  先程、維持管理について、お話がありましたが、今後の施設の維持管理の関係も実際

に地元で維持管理していくことになると思いますけども、これについては後程という

ことではなくて、どういう方法でどういったことが必要なのか。 

その辺も長い期間管理していかなければいけないと思いますし、ただ管理するだけで

なくて、どういうふうになると改善していかなければいけないのかとか、色々なこと

があるかと思いますので、その辺も皆様のご意見を伺いながら管理についても万全な

体制をしていかなければいけないのかなということは思っておりましたので、近い内

にご意見を頂いて折角造った施設ですので、効果が出るように頑張りたいと思います。 

この議題については、よろしいでしょうか。 

では、最後になりますけども、その他ということで事務局からよろしくお願いします。 

事務局 

 ・その他事項ということで、委嘱をお願いしている時期が 25 年 3 月 31 日で今回切れる

形になります。 

  検討会の運用の中で完了までという形で位置付けておりますので、来年度がこの地区

の完了になります。 

  今年、西徳富第４幹線頭首工の施工が終わりまして、最後課題のありました下流端の

施工を来年行って事業が完了ということになりますので、皆様方には、誠に申し訳御

座いませんが、もう１年委員の継続をお願いしたいというのが１点と来年度の開催時

期について、今後検討事項という名前でないかと思います。 
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  河道の関係については、構造物ですので安田先生とご相談させて頂くということで、

どの時期がよろしいのかということをこの中で決められれば、それに向けた形で行き

たいですし、結論が出なければ事務局の方でご提案をした中で、調整を掛けさせて頂

いて決めていきたいと思いますが、その点をご検討頂きたいと思います。 

三谷委員長 

 ・事務局の方から最初に、委員としての委嘱期間のお話しが御座いました。 

  この件につきましては、皆さんご了解頂いたということでよろしいでしょうか。 

  折角、今まで継続して検討頂いていたことなので、このままということでお願いした

いと思いますので、よろしくお願い致します。 

  私の方からよろしくお願い致します。 

事務局 

 ・是非、よろしくお願いいたします。 

全委員 

 ・（言葉はないが、笑顔で了承。） 

三谷委員長 

 ・そういうことで、お願いしたいと思います。 

  それでは、次回の検討会の開催時期をどのように進めて決定したらよろしいでしょう

か。 

安田委員 

 ・少なくとも完成して、大体目途が見られる時でないと価値がないですよね。 

事務局 

 ・来年の見られる時期といいますと、今年造る西徳富第４幹線頭首工は両期に跨いだ施

設になりますので、今年と同じような時期でもかんがい期用としての魚道の位置付け

で見ることが出来る。 

  各３つの頭首工を見ようとするとかんがい期のこの時期が全ての施設を見られる。 

  非かんがい期になってしまうと上徳富第２幹線と一番上流の西徳富第４幹線というこ

とになりますので、同じような形で見られるとするとこの時期がよろしいのかなと思

います。 

三谷委員長 

 ・特に、この時期というような提案がなければ、概ね７月位ということで、あと日程に

つきましては安田先生の方と事務局の方で調整頂いて、決定して頂くということでよ

ろしいでしょうか。 

  これで一応予定していました議案については、全て終了しましたが、時間も大体予定

の時間ということでございます。 

  最後になるかと思いますけども、何か御座いますでしょうか。 

  よろしいでしょうか。 
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  無ければ、本会を終了したいと思いますが、今日は本当に私事業の内容もまだ本当に

理解していない中で、曖昧な進め方で申し訳ない所があったと思います。 

  本当に今日は、現地の確認を含めて、実際の魚の遡上している状況も確認出来たとい

うことで、今後の施設の整備に弾みも付くのではないかと思っております。 

  今日は拙い進行役で大変申し訳御座いませんでした。 

  今後ともよろしくお願い致します。 

  長い間、現地の確認も含めまして、お疲れだと思いますけどもこれで第７回の新十津

川地区の魚道整備検討会を終了させて頂きたいと思います。 

  今日は、どうもお疲れ様でした。 

  ありがとうございました。 


