3-1-5 基本方針 5.親しみやゆとりのある川

自然とふれあい、水辺に近づくことのできる施設を整備して、親しみやす
い川をつくります。また、みどりが広がり、生き物が棲む川や、親しみやす
い川をつくるため、河川空間にゆとりを確保します。

親しみやすい川
現状と課題
●川や水辺の利用促進
川は人々の身近な自然であるとともに、散策、釣り、川下り等のスポーツ、イベン
トなど、さまざまな利用の可能性をもっています。水辺に近づくことは、多彩な水の
表情や自然を間近に観察する機会をもたらし、川への関心を高める契機にもなります。
●川を含めたまちづくりの取り組み
このため、豊かな自然とふれあい、水辺に近づくことのできる施設の整備が必要で
す。また、これからのまちづくりにおいても、野鳥や魚などの自然が身近に感じられ
る川を含めた取り組みが望まれます。
さらに、地域の景観、歴史、文化及び観光基盤等の資源や地域の創意に富んだ知恵
を活かし、地域との連携により良好な水辺空間を利活用するかわまちづくりの取り組
みを推進することで、地域の活性化にも繋がります。

む

か

写真 3-15 無加川(北見市) 神輿川渡御（神輿を担いで川の中を練り歩いている状況）
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※撮影年：平成 16 年（2004）

推進すべき方策
親しみやすい川をつくるため、周辺の土地の利活用の現状を踏まえ、種々の計画と
調整しながら、以下に示す方策の推進に努めます。
a) 親しみやすい川をつくる
・誰もが水辺に近づくことのできるアクセスを確保し、水辺の自然にふれあうこと
のできる施設を整備する
・現状の良好な自然環境を重視し、川の自然景観や、まちの景観と調和するよう、
施設の配置や材料などに配慮する
・川を自然の景観として、まちづくりの中に位置づけ、公園などの緑地と一体的な
整備を図る

改修前

改修後

しょうじん

写真 3-16

精 進 川(札幌市) 水辺の自然とのふれあいが可能となった事例
※撮影年：改修前-平成 4 年（1992）、改修後-平成 30 年（2018）
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ゆとりのある川
現状と課題
●川の周辺に残された河川敷地の活用
北海道では、明治 30 年（1897）に初めて河川敷地が設定されました。設定に際し
て、中小河川には流路に沿って川幅の 3 倍の敷地が確保されました。その後、流路の
自然の変動や河川改修の進捗によって、河川敷地が周辺に残されている川もみられま
す。これらの残された敷地を活用することによって、河川空間にゆとりが生まれます。
●河川敷地の占用による活用
また、ゆとりのある河川敷地を活用し、都市及び地域の再生を目的とした賑わいの
ある水辺空間として、河川敷地の占用を民間企業に許可するなど、河川空間のオープ
ン化が進められています。

く しろ

写真 3-17 釧路川(釧路市) 河川敷地を占用しイベントを開催している事例
※撮影年：平成 21 年（2009）
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推進すべき方策
ゆとりのある河川空間を確保するため、周辺の土地利用と調整しながら、以下に示
す方策の推進に努めます。
a) ゆとりを確保する
・残された敷地を活用した河川改修によって、ゆとりのある河川空間を確保する
・まちづくりと一体となり、地域性等を考慮したゆとりのある河川空間を確保する
改修前

改修後

もいざり

写真 3-18 茂漁川(恵庭市) 川幅を広くとり、ゆとりのある河川空間を確保した事例
※撮影年：改修前-平成元年（1989）、改修後-平成 16 年（2004）
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3-2 川づくりを確かなものに
川づくりビジョンに沿った川づくりを達成するには、これまでに示した方策を着実
に推進していくほかに、道民の深い理解と幅広い協力を得ることが不可欠です。また、
多くの技術的な課題を克服することも必要です。川づくりを確かなものにし、支えて
いくために次の 4 つの方策を推進します。
●人々が参加する川づくり
●川の文化・歴史の継承
●川づくりの研究の推進・普及啓発
●川づくりのフォローアップ

3-2-1 基本方針 6.人々が参加する川づくり

川に対する理解や関心を高めるため、地域の人々の意見を川づくりに反映
していくことに努めるとともに、河川愛護活動を積極的に支援します。

現状と課題
●近づくことのできない現状
洪水をできるだけ早く流下させることを重視した場合、河道を直線にすることや断
面を画一的にした方が効率的です。用地の制約が強ければ、極力小さな川幅で一定の
洪水を流すことが要請されます。
住宅密集地の直立に近い護岸には、フェンスによる危険防止の対策も講ぜられ、容
易に近づくことのできない川も見られます。
●関心の薄れつつある現状
ゴミの投棄や、生活排水の流入など河川環境が悪化し、魅力を失った川は、人々の
川への関心が薄れる一因になっています。
●人々が参加する川づくりの取り組み
川づくりを確かなものにするためには、人々が参加できる川づくりを進めて、その
関心を高めることが不可欠です。また、子どもたちが川での遊びや活動を通して、自
然のすばらしさを学ぶ機会を設けることも必要です。
多くの人々が参加することによって、暮らしと川のつながりが生まれ、新しい文化
に育っていくことが期待されます。
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推進すべき方策
このため、関係機関の協力のもとに、以下に示す方策の推進に努めます。
a) 地域の人々の意見を反映する
・モニター制度等を活用して、提案や意見を川づくりに反映させる
・行政と地域の人々が協力して川づくりを行うための体制を整える
b) 地域の人々の自主的な活動を支援する
・植樹や清掃など、地域の人々の自主的な活動に対して支援を図る
・河川愛護団体等を支援する制度の充実に努める
c) 子どもたちへ学習の場を提供する
・教育機関等と協力して、子どもたちが自然のすばらしさや、川のさまざまな働き、
防災について学習する機会を設け、また、教材の作成、提供に努める
これらの方策を支えるために、パネル展の開催、川づくりの事例集の発行、事業内
容がわかりやすい工事標識の作成、ホームページへの掲載などに努め、さまざまな機
会を通して、川づくりの PR に努める必要があります。

おびひろ

写真 3-19 帯広川(帯広市) 子どもたちの学習会実施状況
※撮影年：平成 29 年（2017）
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3-2-2 基本方針 7.川の文化・歴史の継承

北海道の川の文化・歴史を継承するため、土地の由来を表すアイヌ語の河
川名や、川にゆかりのある文化的な遺産の保存、水害の記録の継承に努めま
す。

現状と課題
●往時の姿を表すアイヌ語の川の名
北海道の川には、アイヌ語に由来して名付けられた川が数多くあります。流れの特
徴、魚や鳥などの生き物、狩猟や漁労などの暮らしに関連することが表現されたもの
が多く、このような川の名は昔の姿を思い起こさせる手がかりとなります。郷土の文
化を知る上でも貴重なものですが、次第に忘れられ、由来のわからなくなった川も数
多くあります。
●川の文化的遺産
また、歴史的な河川施設などの川にゆかりのある文化的な遺産を保存する方策を考
え、川の文化を継承する必要があります。

推進すべき方策
このため、以下に示す方策の推進に努めます。
a) アイヌ語の川の名を保存する
・アイヌ語に由来する川の名が、人々の記憶に残るよう、本来の読み方を河川標識
や啓蒙用パンフレットなどに記載し、その保存に努める
・法河川の指定にあたっては、アイヌ語の川の名を調査し、関係市町村と十分協議
して河川名を決定する

写真 3-20 河川標識に川の名のアイヌ語での由来を記載した事例
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b) 川の文化・歴史を継承する
・治水記念碑、歴史的な河川にかかわる施設などの文化的遺構の所在を把握し、そ
の保存に努める
・治水史・工事誌の編纂等により、水害の記録等の地域と川の歴史を継承していく

図 3-2 水害記録誌
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3-2-3 基本方針 8.川づくりの研究の推進・普及啓発

川づくりの技術の向上のため、多くの分野の専門家との連携を深め、川づ
くりの研究や人材育成、社会への貢献に努めます。

現状と課題
●平常時や洪水時の川の流れの研究及び実績の検証と課題の克服
川づくりを進めるには、平常時や洪水時の流れについての十分な研究が必要です。
また、自然環境の保全・再生に取り組み、治水の目的を達成するには、現在の河川技
術に多くの課題も残されています。このため、実績の検証を踏まえて、これらの課題
を着実に克服していかなければなりません。
●流域の土地利用状況の変化や気候変動による影響
また、河川周辺の土地利用の高度化や、気候変動による外力（災害の原因となる豪
雨、洪水等の自然現象）の増大等は、現状の治水安全度に対して影響を及ぼす要因と
なります。これらについて研究・検証を行い、蓄積した知見を基に、治水安全度を適
切に設定する必要があります。
●防災意識の向上
さらに、住民一人ひとりの洪水に対する防災意識を高められるよう、普及啓発して
いかなければなりません。

河岸侵食

おとふけ

写真 3-21 音更川(士幌町・上士幌町) 大規模な河岸侵食が生じた事例
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※撮影年：平成 28 年（2016）

推進すべき方策
このため、以下に示す方策の推進に努めます。
a) 川づくりの研究を進める
・降雨や流出の基礎的データを蓄積し、瀬と淵の形成、平常時や洪水時の流れの
挙動や機構の解明に努める
・川づくりの工法の、安全度、耐久性、効果などの検証を進める
・川づくりを定着させ、各地で展開していくため、実施に係る技術指針等の策定
を進める
b) 専門家との連携を深める
・河川工学分野をはじめ、気象学分野や情報工学分野と連携した新たな洪水予測
等の洪水対策のための技術開発や、気候変動適応策の技術開発に努める
・農業等生産空間の保持・形成に資する等、北海道の経済的な特徴を踏まえた治
水対策の経済波及効果をより適正に把握・評価することに努める
・植生や魚などの専門家の意見や提言を聴き、川づくりの技術の向上に努める
・各種研究機関の情報を活用し、連携して研究を進める
c) 人材育成を進める
・技術者が川づくりの基本的な考え方の理解を深めた上で、現場で着実に川づく
りを進めることができるような人材育成・人材確保等の仕組みを構築するとと
もに、地域で川づくりに携わる人々等との情報提供・連携を進める
d) 社会への情報発信を進める
・国内外への技術的な貢献を図るため、蓄積した川づくりに関する技術・知見を
インターネットなどにより情報発信する
・水防災意識社会の再構築に向けた情報等を発信し、水防災意識の共有を図る

写真 3-22 専門家との連携（北海道河川審議会）
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※撮影年：平成 30 年（2018）

3-2-4 基本方針 9.川づくりのフォローアップ

安全・安心な川を維持するため、適切な河川管理を実施します。
また、豊かな自然環境を保全するため、事業実施後のモニタリングを行い、
順応的な対応を行います。

現状と課題
●安全・安心な川の維持
川は出水の度に変化するとともに、樹木の繁茂等による流下能力の低下や、土砂・
流木の流出、河川管理施設の老朽化等が生じるため、
適切に管理する必要があります。
●豊かな自然環境の保全
北海道の豊かな自然環境の利点を生かした川づくりが将来にわたって持続可能と
なるよう、整備後のモニタリングと評価を行い、計画にフィードバックして、豊かな
自然環境を保全する必要があります。

写真 3-23 ルベシベ川(ニセコ町) 建設管理部職員と有識者による河川整備後の
河床材料のモニタリング

※撮影年：平成 29 年（2017）
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推進すべき方策
このため、以下に示す方策の推進に努めます。
a) 安全・安心な川を維持する
・今後の喫緊の課題に的確に対応できるよう、年次点検等により、適切に河川の現
状把握に努める
・流下能力の低下や土砂・流木の堆積等がみられる箇所においては、適切な維持管
理による能力確保に努める
・河川管理施設の老朽化に対しては、予防保全の考え方を取り入れた計画的な維持
管理を推進する
なお、維持管理については、その基本的な考え方が「公共土木施設の維持管理基本
方針（一部改訂）」
、具体的な進め方が各振興局の「維持管理基本方針実施計画」に示
されています。
b) 自然環境を保全する
・事業実施段階で川づくりの目標を設定し、整備後のモニタリングにより目標を
達成しているか検証する
・評価結果を踏まえ、順応的に管理の実施や計画の改善を図るとともに、事例を
蓄積して活用する
北海道の川づくりビジョン

A川水系
河川整備基本方針

B川水系
河川整備基本方針

C川水系
河川整備基本方針

･･････
･･････

A川水系
河川整備計画

B川水系
河川整備計画

C川水系
河川整備計画

･･････

未来へ向けた川づくりのための
具体的な取組内容の検討
Action
（改善）

川づくり計画の策定

結果を計画にフィードバックし
必要に応じて計画の一部を見直し
取り組みを継続

Check
(点検・評価)

Plan
（計画）

計画に基づいた
取り組みの実施

モニタリングにより
取り組みの効果の変化を把握

図 3-3 川づくりのフォローアップ
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Do
（実施）

■「北海道の川づくりビジョン」の策定にあたって■
北海道の川づくりビジョンは、北海道河川審議会の審議を経て策定されますが、案の作
成は北海道職員による「河川技術検討委員会」が行いました。また、河川技術検討委員会
の円滑な運営を図るため、若手の北海道職員を中心としたワーキンググループを設置し、
北海道の川づくりビジョン策定に向けた課題・方策等について検討を行い、その検討結果
を共有することで、職員の意識・能力の向上も図っております。
【ビジョン案の審議】
北海道河川審議会
意見・参画

【ビジョン案の作成】 報告
河川技術検討委員会

ワーキンググループ
川づくりビジョン策定に係る体制

河川技術検討委員会ワーキンググループの開催状況
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■「北海道河川審議会」等の開催経緯■

年月日

7 月 13 日

平成 29 年

名称
平成 29 年度河川技術検討委員会ワーキンググループに
関する勉強会（第 1 回）

7 月 31 日

第1回

8 月 31 日

平成 29 年度 河川技術検討委員会ワーキング（第 1 回）

9 月 11 日

河川技術検討委員会

9 月 21 日

（2017）
10 月 13 日

北海道河川審議会

平成 29 年度河川技術検討委員会ワーキンググループに
関する勉強会（第 2 回）
平成 29 年度河川技術検討委員会ワーキンググループに
関する勉強会（第 3 回）

10 月 23 日

平成 29 年度 河川技術検討委員会ワーキング（第 2 回）

11 月 9 日

第2回

12 月 26 日

1 月 12 日

北海道河川審議会

平成 29 年度河川技術検討委員会ワーキンググループに
関する勉強会（第 3 回）
平成 29 年度 河川技術検討委員会ワーキング（第 3 回）に
向けた打合せ

2月1日

平成 29 年度 河川技術検討委員会ワーキング（第 3 回）

2 月 19 日

河川技術検討委員会

2 月 23 日

第3回

7 月 19 日

平成 30 年度 河川技術検討委員会ワーキング（第 1 回）

7 月 26 日

河川技術検討委員会

8月1日

第4回

平成 30 年
（2018）

北海道河川審議会

北海道河川審議会
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■「北海道河川審議会」委員名簿■
（五十音順、敬称略）
分野
経

済

氏名
石橋

河川工学

泉

水産資源

上田

水資源開発
景

観

防災工学
行

政

河川工学
生

物

環境教育

阪

所属
孝

典洋

宏

庄司

北海道商工会連合会 特別推進局 参与
北海道大学大学院工学研究院
河川流域工学研究室 教授
北海道大学名誉教授
（公益社団法人北海道栽培漁業振興公社 技術顧問）
札幌市水道局給水部 給水部長

坂井

文

東京都市大学都市生活学部 教授

中津川

誠

室蘭工業大学大学院くらし環境系領域 教授

中宮

安一

七飯町長

早川

博

北見工業大学工学部地域未来デザイン工学科 教授

冨士田裕子

北海道大学北方生物圏ﾌｨｰﾙﾄﾞ科学ｾﾝﾀｰ植物園 教授

古川美枝子

札幌市環境プラザ 札幌市環境教育リーダー

農

業

古谷

陽一

篠津中央土地改良区 理事長

森

林

丸谷

知己

北海道大学大学院農学研究院 特任教授
※平成 30 年（2018）3 月現在
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■「河川技術検討委員会」名簿■
所属

課

職

氏名

建設部

河川砂防課

主幹

劔持 浩高

札幌建設管理部

治水課

課長

米谷

小樽建設管理部

治水課

課長

山本 明宏

函館建設管理部

治水課

課長

辻

室蘭建設管理部

治水課

課長

榑林 基弘

旭川建設管理部

治水課

課長

上前 孝之

留萌建設管理部

治水課

課長

村松 政夫

稚内建設管理部

治水課

課長

佐藤 裕之

網走建設管理部

治水課

課長

伊藤 拓郎

帯広建設管理部

治水課

課長

寺越 孝則

釧路建設管理部

治水課

課長

宇佐見

建設部

河川砂防課

主査

大畑 智嗣

河川砂防課

主査

梅津

聡

河川砂防課

主査

吉田

敏

河川砂防課

主査

髙嶋

繁則

河川砂防課

主査

檜森 俊哉

功

亘

広

※平成 30 年（2018）3 月現在

■「河川技術検討委員会ワーキンググループ」参加者名簿■
所属
建設部

札幌建設管理部

課
河川砂防課
河川砂防課
河川砂防課
河川砂防課
河川砂防課
河川砂防課
河川砂防課
河川砂防課
維持管理防災課
治水課
治水課
事業課
事業課
事業課
事業課
千歳出張所
岩見沢出張所
岩見沢出張所
滝川出張所
深川出張所
長沼出張所
長沼出張所

職
主幹
主査
主査
主任
主任
専門主任
専門主任
専門主任
主任
主査(河川)
主査(河川技術)
主任
主任
主任
主任
主任
主任
主任
主任
主任
主任
主任
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氏名
髙橋 浩揮
吉崎 貴博
紺野 昌昭
飯田
譲
宮田加奈子
福田 孝宗
高橋 智史
徳田 愼治
山崎 大志
土井 俊明
高橋 勝英
小玉
崇
但野 正寿
中野 大志
梶川 隆裕
中山 喬文
谷口 貴章
小林 和貴
伊藤 博光
傳里 和孝
吉田 勝茂
高橋 孝之

前ページから続き
小樽建設管理部

函館建設管理部
室蘭建設管理部

旭川建設管理部

留萌建設管理部

稚内建設管理部
網走建設管理部

帯広建設管理部

釧路建設管理部

治水課
余市出張所
余市出張所
余市出張所
共和出張所
共和出張所
治水課
事業課
治水課
苫小牧出張所
苫小牧出張所
苫小牧出張所
登別出張所
浦河出張所
治水課
事業課
事業課
士別出張所
富良野出張所
美深出張所
美深出張所
治水課
事業課
羽幌出張所
治水課
利尻出張所
治水課
事業課
事業課
遠軽出張所
遠軽出張所
治水課
事業課
事業課
足寄出張所
治水課
事業課

主査
専門主任
主任
技師
専門主任
技師
主査（河川）
主任
主査
専門主任
専門主任
主任
技師
技師
主査（河川）
主任
主任
主任
主任
主任
技師
主査（河川）
主任
主任
主査（河川・防災）
専門主任
主査
主任
技師
主任
主任
主査
主任
主任
主任
主査（河川）
技師

松田 博文
片山
樹
池田 貴大
馬場 裕哉
近野 孝文
菅野 陽水
高橋
圭
長塚 雄介
八幡 和則
甲斐 郊丞
柳原 宏之
林田 俊樹
三野 基之
銭谷 海輝
辻
正意
瀬野 晋一
岸田 純幸
北野
宏
佐藤 大介
小池 直矢
吉川 颯人
吉田 栄治
高松 広平
中村 行孝
芳村
啓
東田 裕介
松本 正巳
築田 啓広
石黒 友紀
楠
真一
浦
大祐
佐々木 昇
高田 昌博
村本 穏光
小窪 崇浩
赤塚
靖
遠藤
大
※平成 30 年（2018）3 月現在
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■用語解説■
【あ行】
雨水貯留(うすい・ちょりゅう)

を通じて、河川愛護の精神の高揚を図ろう
河川流域の都市

とする運動。

化や水田の減少は、従来土地がもっていた

河川愛護団体(かせん・あいご・だんたい)

保水や遊水機能を著しく低下させます。こ

河川愛護活動の実践を目的として活動す

の機能の低下を補う目的で、公園、緑地、

る組合、あるいは河川近傍の住民の結成

駐車場、グランド、集合住宅の棟間空き地

する団体。

などを利用して、小規模な雨水を溜める施

河川敷地(かせん・しきち) 河川の用に供してい

設が設けられます。この手法を雨水貯留、

る国有地。河川敷地のほか「河川区域」と

構造物を雨水貯留施設と言います。

いう言葉があります。河川区域は、次の３

汚泥(おでい)

水を汚染している物質は、水中で

区域からなっています。

拡散あるいは沈殿し、この沈殿して堆積し

①

た汚濁物質を汚泥と言います。

ゆる低水敷

【か行】
河岸(かがん)

流水が継続して存在する区域、いわ

②

堤防が設置されている区域

③

①と②の間の区域、いわゆる高水敷

河川整備基本方針・河川整備計画(かせんせいびき

陸地や高原から河床に続く法面。

ほんほうしん(けいかく))

河川の整備に

この面は河床とともに常時流水と接する箇

あたっては、対象河川における長期的な視

所であり、川の生物にとって大切な場所で

点に立った河川整備の基本的な方針や整備

す。

の考え方を記述した河川整備基本方針と、

河谷(かごく)

川の地形への侵食と土砂の堆積に

それに基づき 20～30 年後の河川整備の目標

よってつくられた谷あいの平地。
河床(かしょう)

を明確にし、個別事業を含む具体的な河川

雨雪となって、空中から地面に

の整備の内容を明らかにする河川整備計画

降った自然水(天水)は、流水として地上を、

を策定する必要があります。

あるいは地下水として地中を流下しますが、

河川法(かせんほう)

国土保全上や国民経済、公

流水の流路となった底部分を河床と言いま

共の利害に重要な関係があるものに係る

す。

河川を指定し、洪水、津波、高潮等によ

河床低下(かしょうていか) 河床が洗掘され、深

る災害の発生の防止、河川の適正な利用、

掘れすることで、護岸周辺の根入れ不足や

流水の正常な機能の維持、河川環境の整

魚道の浮き上がり、橋脚周辺の局所洗掘な

備と保全がされるよう、河川整備のあり

ど、構造物の機能・安全性が損なわれる懸

方等を定めた法律。

念があります。
河道(かどう)

河畔林(かはんりん)

川に近い区域では、川から

流水の流路となる細長い凹地を河

浸透する地下水や洪水の影響を受け、そ

道と言い、流水と一体に考えて河川と言い

の環境に適した樹種が生き残り生育しま

ます。なお、河川改修工事が進められた河

す。その区域の樹林を河畔林と言います。

川では、堤防間の流路を河道と言います。
河川愛護活動(かせん・あいご・かつどう)

河川

の美化、汚濁の防止や水害防除などの活動
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川幅(かわはば)

【さ行】

高水敷を含めた左右岸の堤防の

間隔を指しています。
かわまちづくり

在来種(ざいらいしゅ)

地方公共団体や地元住民との連

ある流域に永年生息、ま

たは成育し、その風土に適応した動植物

携の下、河川空間とまちの空間の融合が

の種。地方種とも言います。

図られた、良好な空間形成を目指す取り

産卵床(さんらんしょう)

組み。

魚が河川の砂礫底に穴

を掘って産卵する河床を産卵床と言い、

緩衝林(かんしょうりん)

河岸や水路の陸側に適

卵が孵化し卵黄を吸収するまでの間、仔

当な幅の樹林を設け、隣接地などから直

魚はここにとどまります。

接、河川や水路に流れ込む雨水を滞留、

事業者(じぎょうしゃ)

区画整理事業、宅地造成

浄化し、水質汚濁を軽減するための樹林

事業、工業団地造成、レジャー施設など

を指しています。

一団地の開発を行おうとするとき、河川

緩流水域(かんりゅう・すいいき)

流れが緩やか

の流況に影響を及ぼし、あるいは、それ

な川の部分。
魚道(ぎょどう)

らの事業が土地の有効利用のため、河川

ダム、堰、落差工などのような

の形状の変更を必要とするなど、相互に

構造物に、水生生物が遡上・降下できる

関連を生じ、河川管理者と他の事業者間

ように設けられた通路で、階段式、導流

の相互調整が必要になります。このよう

式などいろいろな形式のものがあります。

な事業を行う公共団体や民間企業を指し

グリーンインフラ

自然環境が有する機能を社会

ています。

における様々な課題解決に活用しようと

自浄機能(じじょう・きのう) 川には自ら流水を

する考え方。例えば、湿原の遊水機能な

浄化する機能があります。これを自浄機

ど。

能といい、水が伏流したり落下すること

高水敷(こうすいしき)

常時、水の流れている低

などによる物理的な浄化と、微生物や植

水敷と堤防敷の間にあって、大きな出水

物などによる生物的な浄化があります。

時には冠水してしまう区域を言います。
源流域(げんりゅういき)

湿原(しつげん)

河川の上流の水源とな

原。主に泥炭が堆積した上に発達します。

っている流域。
洪水(こうずい)

多湿・低温の土壌に発達した草

出水(しゅっすい)

河川の水位や流量が異常に増大

大雨や融雪などにより川の水

量が増大すること。

することにより、堤防等から河川敷の外

しゅんせつ(浚渫)

側に水があふれること。

準用河川(じゅんよう・かせん)

国土強靱化(こくどきょうじんか)

水底の土砂をさらうこと。
河川法の適用を

大規模自然災

受けて国や都道府県が管理するような法

害に直面した際にも、人命を守り、また

河川ではなく、河川法を準用して市町村

経済社会への被害が致命的なものになら

が管理する小さな河川を言います。

ず迅速に回復するため、国土や経済、暮

浄化(じょうか)

水中の汚濁物質を、物理的、化

らしが、災害や事故などにより致命的な

学的、生物的手法を用いて除去し、良好

被害を負わない強さと、速やかに回復す

な水質に戻すこと。

るしなやかさを備えた社会経済システム

浄化機能(じょうか・きのう) 水中の有機、無機

を構築する施策。

の汚濁物質は、生物の栄養源であり、水
中の小動物、微生物、植物によって摂取、
分解され浄化されます。この作用を浄化
機能と言います。
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浄化用水(じょうか・ようすい)

汚濁している河

さく水面が波立って流れるところを瀬と

川の水質を改善するため、水を他の河川

言います。瀬には流れの緩い平瀬と、淵

などから導入して現河川の汚濁を希釈し、

に落ち込む流れの早い早瀬があります。

また自浄作用を回復させるための用水。
植生(しょくせい)

洗掘(せんくつ)

植物が集合して生育している

いは河岸の土砂が掘り取られ流送される

とき、その集団を植生と言います。
処理水(しょりすい)

流水の作用によって、河床ある

こと。

汚水処理施設で浄化処理さ

占用(せんよう)

れた水。

河川法では、社会、経済上やむ

を得ないものや、公共性の高いものにつ

浸透施設(しんとう・しせつ) 雨水の河川への流

いては、一定の条件の下に河川敷地を独

出を抑制する手法として行われる施設で、

占して使用することを許可しています。

雨水を地下に浸透させるための施設。浸
透池、浸透トレンチ、浸透桝、浸透性舗

【た行】

装、浸透井戸などがあります。
水害リスク（すいがい）

水害により危険・被害

堆積(たいせき)

流水の洗掘よって流送された土

に遭う可能性を意味する概念。河川氾濫

砂が、河床に沈降・沈殿して沖積地、浅

や内水氾濫等による水害の「発生確率」

瀬、あるいは洲を形成する作用。

とその「被害規模」の組合せによって表

多自然型川づくり・多自然川づくり(たしぜん(が

現されます。

た)かわづくり)

水質汚濁防止法(すいしつ・おだく・ぼうし・ほう)

平成 2 年に、
「多自然型

川づくり」として、河川が本来有してい

公共用水域(海、川や湖沼)の水質汚濁を

る生物の良好な生育等環境に配慮し、あ

防止するための法律で、事業場の排水に

わせて美しい自然景観を保全あるいは創

一定の基準を設け、事業者の水質汚濁防

出するため、試験的に開始されました。

止の責任を定めています。

多自然型川づくりが定着しつつある一方

水衝部(すいしょうぶ)

流路の曲線の外側などで、

流水が突き当たる部分。
水生生物(すいせい・せいぶつ)

で、依然として、画一的な標準横断形で
の河道計画や、河床や水際の単調化など、

水域、水中に生

課題の残る川づくりも見られたことから、

息する動植物。種の数としては、昆虫が

特別なモデル事業であるかのような誤解

最も多い。

を与える多自然「型」から脱却し、普遍

生産空間(せいさんくうかん)

主に農業・漁業の

的な川づくりの姿としての「多自然川づ

生産は地方部で行われ、食料供給に大き

くり」へ展開することとしました。

く貢献しているほか、観光資源・地域資

多目的ダム(たもくてき)

ダムの用途には、洪水

源も地方部に広く分散しています。この

調節、上水道、工業用水、農業用水、発

ように地方部が果たす「食」と「観光」

電、流水の正常な機能の維持などがあり、

を担う多面的・公益的機能を「生産空間」

これらのうち複数の目的用途を兼ね備え

と言います。

たダム。

堰(せき)

用水の取り入れや舟運のため、水をせ

調節池(ちょうせつち)

宅地、工業団地、ゴルフ

き上げるよう川を横断して設けられる構

場などの開発によって流出機構が変化し、

造物。

河川の洪水量が増えます。そのため開発

瀬と淵(せ・と・ふち)

川の流れのなかで水深が

区域の中に、雨水を一時的に溜め(流入量、

大きく淀んでいるところを淵、水深が小

流出時間を調整し)て川に出ていく流量
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を減らし、川の負担を軽減する溜池がつ

の利害のある河川を指定します。法河川

くられてます。

とは、この河川法を適用する河川を指し

地方創生(ちほう・そうせい) 地方が成長する活

ます。

力を取り戻し、人口減少を克服すること

法でいう河川には、湖沼も含まれます。

を目的とし、魅力あふれる地方を創生し、

防風防砂林(ぼうふう・ぼうさ・りん)

地方への人の流れをつくる施策。
中小河川(ちゅうしょうかせん)

風害ある

いは風による砂の移動を防ぐために設け

主に、流域面積

る樹林。

2

が概ね 200km 未満の規模を有する河川で、

北海道湿原保全マスタープラン(ほっかいどう・し

都道府県あるいは市町村の管理する河川

つげん・ほぜん)

を指します。

の調整を図りつつ湿原を適切に保全する

月の輪工(つきのわこう)

増水中に、堤防の居住

人間生活や産業活動と

ため、広く道民の理解と協力を得ながら、

地側に漏水により水が吹き出し、その漏

湿原の保護と利用に関する施策が総合的、

水口が拡大されるのを土のうを積んで水

計画的に推進されるよう、湿原の保全に

を溜め、その水圧で堤体土砂の流出を抑

ついて道の基本的考え方を示したもので

える工法。

す。(平成 6 年 6 月、北海道保健環境部環

導水施設(どうすい・しせつ) 取水地点から目的

境調整課が策定)

の場所まで、流水をもっていく施設。

北海道湖沼環境保全基本指針(ほっかいどう・こし
ょう・かんきょう・ほぜん・きほん・し
しん)

北海道の貴重な環境資源として

【な行】

の湖沼を、将来にわたって保全し、持続

根固め工(ねがため・こう) 護岸の河床に近い部

的に活用していくために、その保全に係

分は流水による洗掘作用が大きく、深掘

る基本的な考え方や、北海道が推進して

れで護岸が破壊される危険があります。

いく施策のメニュー及びその進め方につ

それを防ぐために、護岸前面の河床にコ

いて、長期的な視点にたって取りまとめ

ンクリートブロックや大きな石を使って

たものです。(平成元年 10 月、北海道保

設けられる工法を言います。

健環境部環境調整課が策定)
北海道強靱化計画(ほっかいどう・きょうじんか・
けいかく)

【は行】
氾濫原(はんらんげん)

まえ、北海道における国土強靱化地域計

洪水時に流水が河道など

画として、
「北海道強靱化計画」を策定し、

から溢れて氾濫する範囲の平野。
腐植土(ふしょく・ど)

国の国土強靱化の動きを踏

強靱な地域づくりを推進しています。(平

土中の有機物が腐ってで

成 27 年 3 月、北海道総合政策部社会資本

きた黒褐色の物質(腐食)を多く含む土壌。

課が策定)

普通河川(ふつう・かせん) 河川法の適用または

保水機能(ほすい・きのう) 流域に降った雨雪が

準用の指定を受けていない河川で、管理

すぐ川に入らず、地表面や地中に滞留す

は市町村の条例などで行われます。

る機能を言います。森林、水田などは、

平準化(へいじゅんか)

降雨による河川の流量の

大きな保水機能を持っていると言えます。

変動を少なくすることを指しています。
法河川(ほう・かせん)

河川法では、河川とは公

共の「水流及び水面」と定義され、公共
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【ま行】
みお筋(水脈すじ)

リサイクル

本来は舟の通行に適する水深

一度利用され廃棄の対象となったも

のを再利用すること。

の深い水路のことで、流路の中で一段と

流域(りゅういき)

深い水路部分を言います。

一つの水系、一つの川、また

は川のある地点について、流水のもとと

水裏部(みずうらぶ)

水衝部の対岸。

なる雨や雪の降下する全区域。集水区域

水資源(みずしげん)

上水道などの生活用水、工

とも言います。

業用水、農業用水、発電用水など、資源

流出(りゅうしゅつ)

として活用される水。
みどりの回廊(かいろう)

雨水が流域の土地を流れて

川に入る機構をいい、雨水は、土地の表

緑の連続した空間や拠

面や地中を通じて川に入ります。

点などからなる骨格軸をつくり、それら

流木(りゅうぼく)

河岸の欠壊や渓流の土石流に

を基盤とした面的な広がりを形成するこ

よって流れ出た樹木。洪水時にはこの流

とにより、緑の持つ機能を複合的・効果

木が河岸や橋脚などに激突し、あるいは、

的に発揮する取組。

河道を閉塞するなど災害の原因となるこ
とも多い。

【や行】
遊水地(ゆうすいち)

【わ行】

下流に流れていく洪水時の

流量を軽減させるために、その一部を溢

ワンド

れさせ、一時貯留する場所を設ける場合

れた入江のような淀みを言います。

に、この地域を遊水地といいます。
遊水地は調整池と言われる施設より大
きなものとなります。
よどみ(淀み)

流れがとどこおって緩やかなとこ

ろで、川岸が弓形に陸地に入り込んだと
ころや植生の多いところに見受けられま
す。

【ら行】
落差工(らくさこう)

落差のある床止め工を指し

ます。床止め工は、河川を横断して設置
する施設で、①河床勾配を緩和して水勢
を弱める

②河床高を固定する

を防止し、流水の方向を規制する

③乱流
など

を目的とします。
ラムサール条約(じょうやく)

川岸に石や土で、川の流れから区切ら

1971 年 2 月 2 日、

イランのラムサールでの国際会議で成立
した「特に水鳥の生息地として国際的に
重要な湿地に関する条約」で、日本は 1980
年に加入しました。
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