河川における河畔林と治水の調和について
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１）

2）

概要（Ａｂｓｔｒａｃｔ）
河道計画の検討にあたっては、治水的な機能に加えて良好な自然環境の維持・創出や長期的な維持管理・
更新費について配慮する必要がある。このため、洪水の安全な流下を前提に、河川環境や地元要望等に配慮し、
将来的な維持管理コストを最小化する、持続可能でバランスのとれた河道計画を策定することが重要である。
本稿は、鵡川の河川改修事業において、河道の長期的な治水機能維持に加えて、多自然川づくりの考え方
に基づき、河川環境（特にシシャモに与える影響の最小化や河畔林の保全）に配慮した改修方法を検討した結
果について報告するものである。
１．はじめに
鵡川は、流域面積 1270km2、幹川流路延長 135km
の一級河川であり、背後に山地を有する地区が多く
土砂流出が多い河川である。下流部の河床勾配は
1/1000 であり、シシャモやサケの遡上・産卵する清
流として知られている。河口域の干潟はシギ・チドリ
類の渡りの中継地となっている。
鵡川下流部にはヤナギ林を主体とした河畔林が
分布しており、オオタカなど希少猛禽類の採餌場所
となっている。また河畔林によって、水辺と緑が調和
した変化に富んだ自然環境・景観が形成されており、
河川空間は親水公園、カヌー体験、環境学習の場と
して利用されている。
鵡川では甚大な被害をもたらした戦後最大洪水
(平成 4 年洪水)に対して、河口と新春日大橋上流の
一部を除き、全川的に流下能力が不足しているため、
河川整備計画では河道掘削及び樹木伐採が計画さ
れた。
河畔林は、洪水時には水位上昇や流木の発生原
因となるが、一方で動植物の生息・生育環境、良好
な景観を形成するなど多様な機能を有している。
そのため、鵡川における河畔林のあるべき姿は、
多自然川づくりの考え方を踏まえ、洪水の安全な流
下を前提に、環境・景観や地元要望に配慮した、治
水面と環境面でバランスのとれた河畔林を形成する

ことと考え、地域特性を考慮し最適な河畔林伐採と
河道改修について検討した。

２．河畔林伐採に関する検討
２．１留意すべき環境要素
河畔林の伐採については、現地踏査により検討
区間における河畔林のグループを「シンボリックとな
る在来樹種や大径木」、「希少猛禽類などの利用木」、
「ガンカモ類の良好な生息空間となる樹木」に分類し
たうえで、「留意すべき環境要素」を表-1 に示すとお
り抽出した。
表-1 留意すべき環境要素
留意すべき環境要素
シンボリックとなる ハルニレ、ヤチダ
在来樹種や大径 モ、ドロノキ
木

概要
大径木としての生
長も期待される重
要な樹種

オニグルミ、ミズキ

河畔などに生育す
る代表的な高木林

希少猛禽類などの
利用木

低木の潅木林
ヤマグワ、エゾニ
ワトコ、マユミ

オジロワシなどの
採餌行動の際に
止まり木などとして
利用される

ガンカモ類の良好
な生息空間となる
樹木

水際の河畔林

ガンカモ類の良好
な生息空間となる

２．２河畔林の伐採方法
検討区間における流下能力確保のために、河畔
林伐開を行うが、環境面からの保全優先度を既往資
料や現地踏査等から判断し、「伐採（伐木・除根）す
る区域」と「保全する区域」に区分し、さらに流下能力
不足の状況に応じて「間引き（間伐・枝払い）」で対
応することとした。

流下能力の確保（河川管理施設の機能確保）
【地元要望】
シシャモへの影響最小化

【流下能力の維持】
ヤナギ類の再侵入防止

【流下能力の維持】

２．３保全優先度の設定
検討区間では、可能な限り河畔林を保全しつつ、
流下能力を確保する必要があるため、「表-1 留意す
べき環境要素」を参考に、現状における保全優先項
目を抽出し、表-2 に示す特性に配慮して設定した。
表-2 留意すべき河川環境特性・地域特性
項目

優先的な環境

留意すべき河川環境特性・地域特性
検討区間は下流域に位置することから、
ヤナギ類の中でも最も一般にみられる
「オノエヤナギ-エゾノキヌヤナギ群
落」の「高木林・中密度林」が大部分を
占める

・オノエヤナギ-エゾノキヌヤナギ群落
分布面積の小さ の「高木林・粗林」
、
「亜高木林」
い群落
・河畔林の代表的な樹種であるケヤマハ
ンノキ群落
・大径木としての生長が期待される重要
シンボリックと な自然河畔林→ハルニレ、ヤチダモ、オ
なる在来樹種や ニグルミ
大径木
・湿性環境に生育する代表的な在来種→
オニグルミ、ミズキ
希少猛禽類の採
餌行動時の止ま
り木

検討区間内において採餌行動が確認さ
れている希少猛禽類に関して、
採餌行動
時の止まり木として低木の潅木林が利
用される

ガンカモ類の良
好な生息環境

検討区間内において生息が確認されて
いる水域に生息する代表的な鳥類に関
して、
水際の河畔林を餌場や休息場とし
て利用する

地元調整が必要
な河畔林

・防風林等
・NPO 法人による干潟関連の野鳥観察

３．河道掘削断面の検討
３．１河道掘削の基本方針
河道掘削は、治水安全性、河道の安定性、河川
の環境に配慮した河道案の設定を目的として、『現
況河道を重視する方針』で検討した。
具体的には、流下能力の確保を前提に、シシャモ
産卵床保全やヤナギ類の再侵入化防止などに配慮
するものとし、将来的な流下能力の維持や河川環境
の多様性にも配慮した。

【地元要望】
要望のある河畔林の保全
【河川の維持管理】
維持管理も含めたコスト縮減

河道掘削形状の維持

【河川環境】
河川環境の多様性

図-1 河道掘削の考え方

３．２シシャモ産卵床への影響最小化
検討区間はシシャモの自然産卵床の分布する区
間となっており、河道掘削に際しては、シシャモ産卵
床への影響を最小化する必要がある。
シシャモの産卵期の平均日水位は豊水位より低
いため、河道掘削は豊水位掘削を基本とし、シシャ
モ産卵床への直接的影響を避けた。
３．３ヤナギ類の再侵入防止
北海道の河川では、掘削裸地や伐採裸地へのヤ
ナギ類の再侵入・拡大が顕著であるため、ヤナギ類
の再侵入を防止し、河畔林の拡大を抑制する河道
断面について検討した。
（１）低水路
樹林化していない砂州では、中小出水時に定期
的な攪乱を受け、樹林化が抑制される傾向にあるた
め、攪乱を受ける範囲（図-2 参照）の水理量（摩擦速
度u*2、無次元掃流力τ*）を目安値（表-3 参照）とし
て、低水路幅や掘削敷高を設定した。

図-２ 攪乱境界の模式図1)

表-3 攪乱境界の目安値 u*2（cm2/s2）1)

（２）高水敷
高水敷は、ヤナギ類の種子散布時期である融雪
出水期に冠水しない敷高とし、掘削裸地や伐採裸地
へのヤナギ類の再侵入を抑制する形状とした。
３．４河道掘削形状維持、河川環境の維持・創出
河道掘削形状は、河道形状の維持や河川環境の
多様性維持・創出に配慮し以下の観点で設定した。
（１）河道掘削形状の維持
河道掘削に際し、川幅の急拡は土砂が再堆積す
るため、掘削形状は以下に留意する必要があった。
留意点 1：縦断的低水路幅の変化を小さくする
①保全優先度の高い河
畔林のみ保全
②既往検討の掘削範囲
から逸脱しない範囲で、

③橋脚への影響最小化
(→掘削箇所①②はA案
の方が有利)
④河道拡幅への対応
(→掘削箇所③はB案の
方が有利)等を考慮し、

A案（低水路掘削案）、
B案（中水敷掘削案）に
より流下能力を満足す
る河川改修案を設定

留意点2：摩擦速度（u*２）の改変率を15％以内とする
留意点 3：曲率の極力小さい低水路法線とする
河道掘削形状は「留意点に配慮して、低水路掘削
を行う⇒低水路掘削案」と「留意点に配慮しつつ湾
曲内岸等で、低水路幅が広くなり過ぎないように中
水敷掘削を行う⇒中水敷掘削案」を図-3 に示すフロ
ーに準じて検討し、図-4 に示す結果を得た。
（２）河川環境の維持創出
鵡川では河道掘削後の掃流力が十分に大きく、
豊富な土砂移動があるため、洪水時の砂州形成等
の営力を用いた自然な河岸の形成に期待して
1.0:2.0 の法勾配とした。
⑤流下能力に余裕のあ
る区間の水際林を間伐
により保全
⑥堤防防護ラインから
堤防際までの河畔林を
保全

⑦流下能力に大きく余
裕のある箇所の河畔林
を保全
⑧民地への影響最小化

C案（複合案）を設定

A1
低水路掘削案
（豊水位掘削）

B1

C1

C2

C3

複合案
（豊水位掘削）
+（中水敷掘削）

複合案
（豊水位掘削）
+（中水敷掘削）

複合案
（豊水位掘削）
+（中水敷掘削）

中水敷掘削案
（豊水位掘削）
少

河畔林

図-3 鵡川宮戸地区河道掘削検討フロー図

樹木 凡例
樹高 低/密度 中
樹高 低/密度 密
樹高 亜/密度 粗
樹高 亜/密度 中
樹高 亜/密度 密
樹高 高/密度 粗
樹高 高/密度 中
樹高 高/密度 密
伐採（伐木除根）
伐採（間伐）

図-4 鵡川宮戸地区河道掘削方針概要図

多

４．事後調査方法の検討
河畔林の管理にあたっては、伐採後に継続的
なモニタリング評価と検証による随時見直しと修
正を行う「順応的管理」が必要となる。
本検討では、「順応的管理」の基礎資料とする
ために、伐採後の河畔林変化と河道掘削後の裸
地の植生回復の把握と、伐採木の再生状況に着
目し、将来の流下能力阻害を評価できるような事
後調査方法を検討した。
４．１事後調査方法の基本的な考え方
伐採効果の検証を行うためには、伐採木の再
生状況や間引きにより存置された樹木の初期成
長（枝張り）などの推移を確認することが重要であ
ると考えた。
このため、伐採事業実施後３年間程度の事後
調査（モニタリング）を行い、調査結果を反映した
治水、環境両面について良好な河畔林を形成す
ることを目指した。

した。
（２）間引き区域
１）樹木サンプリング調査
20 本程度の存置樹木をサンプリングして、樹
高・胸高直径・枝張りの長さ・枝下払いした幹の萌
芽再生状況・その他留意事項について記録する
こととした。
２）林冠イメージ図の作成調査
林冠イメージ図は、存置樹木の樹冠の広がり状
況等を把握するために、10m×50m 程度の試験
帯状区を設定し、ラジコンヘリ等による空中写真
の撮影後に現地踏査を実施し、存置樹木の状況
を確認することとした。

４．２調査地点
調査地点は、伐採区域（伐木・除根）と間引き
区域（間伐・枝下払い）の 2 地区において、現地の
伐採状況や河道掘削状況を勘案しながら、図-5
に示す 5 地点を設定した。

５．おわりに
本検討は、平成 22 年度の北海道開発技術研
究発表会の指定課題「河畔植生の維持管理を考
慮した河岸形状設定に関する研究」において示さ
れた河道計画検討時の指標に則り、検討したもの
である。
本検討に基づいた河道改修の実施は、事後調
査の実施を踏まえて、知見やノウハウを蓄積して
他河川へ応用することが肝要であると同時に本検
討区間に対してもフィードバックを行い、適切な改
善方策を講じることが望ましい。

４．３調査方法
（１）伐採区域
伐採区域内においては、伐採範囲内の樹木の
再生状況（本数や長さ等）について記録することと
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樹木 凡例
樹高 低/密度 中
樹高 低/密度 密
樹高 亜/密度 粗
樹高 亜/密度 中
樹高 亜/密度 密
樹高 高/密度 粗
樹高 高/密度 中
樹高 高/密度 密
伐採（伐木除根）
伐採（間伐）

調査地点
伐
採
区
域
間
引
き
区
域

①右岸KP4.0～4.2付近
[高木林・中密度林(掘削区域)]
②左岸KP5.2～5.4付近
[高木林・中密度林(中水敷)]
③右岸KP5.4～5.7付近
[高木林・中密度林(高水敷)]
①右岸KP3.6～3.8付近
[高木林・中密度林(高水敷)]
②左岸KP4.6～4.8付近
[亜高木林・粗林(高水敷)]

間引き区域①

伐採区域①

伐採区域②
伐採区域③

調査地点の選定理由
・豊水位掘削による掘削裸地
・地元調整の必要のない箇所
・撹乱境界によるヤナギ類再侵入防止効果の確認
・中水敷掘削による掘削裸地
・冠水頻度制限によるヤナギ類再侵入緩和効果確
・高水敷上の伐採裸地
・その中で最も面積が大きい群落
・高水敷上の間引き区域
・地元調整の必要のない箇所
・高水敷上の間引き区域
・希少猛禽類の止まり木として利用可能な樹種を
保全した間引き区域

図-5 事後調査位置図

間引き区域②

