１．河 川の総合 的な保全 と利用に関 する基本 方針
（１） 流域及び河 川の概要
さ

る

ひ だ か

ち

ろ

ろ

沙流川 は、その源 を北海道沙 流郡日高 町日高山脈 に発し、千 呂露川等を 合わ
びらとり

ぬかびら

せ、日 高町市街部 に出て更に 渓谷を流 下して平取 町に入り、 額平川等を 合わせ、
もんべつ

門別町 において太 平洋に注ぐ 、幹川流 路延長 104km 、流域面積 1,350 ㎞ ２の 一級河
川であ る。
その流 域は、北海 道日高地方 西部にお ける社会・ 経済・文化 の基盤をな すと
ともに 、多様な自 然環境を有 している ことから、 本水系の治 水・利水・ 環境に
ついて の意義は極 めて大きい 。

沙流川 は、上流部 で豊かな森 林に囲ま れた渓谷の 中を流れ、 雄大で美し い渓
谷を抜 け出ると発 達した河岸 段丘の中 を流れ、下 流部では牧 場や田畑が 広がる
田園地 帯を流れる 自然豊かな 清流河川 である。
原生林 も多く残る 森林地帯を 流れる上 流部は、急 峻な山地で 渓谷が続き 、河
岸周辺 には亜寒帯 に生育する エゾマツ 、トドマツ が見られる 。発達した 河岸段
丘の底 部を流れる 中流部は、 瀬と淵が 交互に見ら れ、河川沿 いの植生と しては、
小高木 のヤナギ類 が多く見ら れる。上 中流部は水 温が低く清 流にすむオ ショロ
コマ、 サクラマス 等が生息し ている。 扇状地を流 れる下流部 は、河床が 砂礫か
らなる 急流河川で 瀬と淵が連 続してお り、河岸に は小高木の ヤナギ類が 多い。
また、 河口部の堤 防が設けら れた区間 の高水敷は 、競走馬の 放牧地等と して利
用され ている。さ らに、水産 資源とし て重要なサ クラマス、 サケ、シシ ャモが
遡上し ており、特 に下流部で は砂の河 床がシシャ モの産卵床 になってい る。
河川の 水質は、Ｂ ＯＤ 75 ％値 が全川に わたって 1mg /L 以下で、 環境基準値 を達
成して いる。
また、 流域には古 くからアイ ヌ民族が 住み、その 文化は今日 の流域社会 に深
く結び 付いており 、ししゃも 祭り、チ プサンケ等 地域文化と 関わりのあ るイベ
ント等 も行われて いる。

沙流川 水系の治水 事業につい ては、昭 和 9 年に額平 川合流点か ら河口ま での部
分的な 低水路工事 に着手し、 その後、 昭和 25 年に 平取地点に おける計画 高水流
に ぶ だ に

量を 3,900m 3 ／ secと 決定し、二 風谷から 河口までの 区間につい て築堤、掘 削等の
改修工 事を進めて きたが、そ の後の昭 和 37 年 8 月及 び昭和 50年 8 月洪水並 びに流域
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の発展 に伴う氾濫 域内人口及 び資産の 増大にかん がみ流域の 安全度を高 める必
要から 昭和 53 年に 計画を改定 した。

河川水 の利用につ いては、開 拓農民に よる農業用 水の利用に 始まり、農 業用
水とし て、約 2,400h a に及ぶ耕 地のかん がいに利用 され、水力 発電として 、昭和
いわ ち

し

31 年に建 設された岩 知志発電所 を始めと する 5 箇所の 発電所によ り、総最 大出力
約 66,500 kW の電力 供給が行わ れ、水道用 水として、 日高町、平 取町、門 別町等に
対して 供給が行わ れている。

（２） 河川の総合 的な保全と 利用に関 する基本方 針
本水系 における河 川の総合的 な保全と 利用に関す る基本方針 としては、 河川
改修の 現状、砂防 、治山工事 の実施及 び水害発生 の状況、河 川の利用の 現況（水
産資源 の保護及び 漁業を含む 。）
、流域 の文化並 びに河川環 境の保全を 考慮し、
また関 連地域の社 会経済情勢 の発展に 即応するよ う、北海道 総合開発計 画、環
境基本 計画等との 調整を図り 、かつ、 土地改良事 業、下水道 事業、砂防 工事等
の関連 工事及び既 存の水利施 設等の機 能の維持に 十分配慮し 、水源から 河口ま
で一貫 した計画の もとに、段 階的な整 備を進める に当たって の目標を明 確にし
て、河 川の総合的 な保全と利 用を図る 。

災害の 発生の防止 又は軽減に 関しては 、平取町、 門別町等の 主要地区を 洪水
から防 御するため 、流域内の 洪水調節 施設を建設 するととも に、堤防の 新設、
拡築及 び掘削を行 って河積を 増大させ 、水衝部等 には護岸水 制等を施工 する。
また、 内水被害の 著しい地域 において は、内水対 策を実施す る。これら に当た
って、 地震防災に も配慮する 。あわせ て、整備途 上における 施設能力以 上の洪
水等に よる被害を 軽減するた め、必要 に応じて堤 防強化等を 行うととも に、計
画規模 を上回る洪 水に対して も、極力 被害の拡大 を防ぐよう 配慮する。
さらに 、災害情報 伝達体制及 び警戒避 難体制の整 備、土地利 用計画との 調整、
住まい 方の工夫、 越水しても 被害を最 小限にする 対策等、総 合的な被害 軽減対
策を関 係機関や地 域住民等と 連携して 推進する。
支川及 び本川上流 の区間につ いては、 本支川及び 上下流間バ ランスを考 慮し、
水系と して一貫し た河川整備 を行う。

河川水 の利用に関 しては、流 域内の各 地域及びそ の周辺地域 における農 業用
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水及び 都市用水の 需要の増大 に対処す るため、水 資源の開発 と広域的か つ合理
的な利 用の促進を 図るととも に、流水 の正常な機 能を維持す るため必要 な流量
を確保 するよう努 める。また 、渇水時 において、 河川情報を 提供し、地 域住民
の協力 と水融通の 円滑化を図 り、被害 の軽減に努 める。

河川環 境の整備と 保全に関し ては、自 然環境及び 河川利用の 実態の把握 に努
め、治 水、利水と の調和を図 りつつ、 雄大な川の 流れに育ま れてきた多 様な動
植物の 生息・生育 環境の保全 及び流域 に伝わる文 化の継承に 配慮する。 特にサ
ケ、サ クラマス等 がかなり上 流域まで 遡上してい ることから 、これらの 環境を
保全す るとともに 、良好なシ シャモの 産卵床の保 全を図る。

また、 流域全体で 一体となっ て、健全 な水循環系 の構築に努 める。

河川の 維持管理に 関しては、 沙流川の 河道は複列 砂州の形状 を呈し、河 床や
河口が 不安定な状 況にあるこ とから、 土砂移動な ど日々変化 する河川の 状況を
常に把 握し、災害 の発生の防 止、河川 の適正な利 用、河川環 境の保全と 整備等
の観点 から総合的 に判断し、 川の 365 日 を対象とし た日々の管 理を適切に 行う。
また、 サケ、サク ラマス、シ シャモ等 の遡上河川 であり、産 卵床の保全 の観点
からも 水系として 一貫した土 砂管理を 推進する。 河川管理施 設等につい ては、
常に良 好な状態に 保持してそ の機能を 確保すると ともに、河 道内樹木に ついて
は、そ の治水及び 環境上の機 能や影響 を考慮した うえで適正 に管理を行 う。
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２．河 川整備の 基本とな るべき事項
(1) 基 本高水並び にその河道 及び洪水調 節施設への 配分に関 する事項
基本高 水は、昭和 37 年 8 月洪 水、同 50年 8 月洪水等の 既往洪水 について検 討した
結果、 そのピーク 流量を、基 準地点平 取において 5,400m 3 ／ sec とし、この うち流
域内の 洪水調節施 設により、 1,500m 3 ／ sec を調節し 河道への配 分流量を 3,900
m 3 ／ sec と する。
基本高 水のピーク 流量等の一 覧表

河 川 名

基準地点

基本高水 の

洪水調節 施設に

河道への

ﾋ ﾟｰ ｸ流 量

よる調節流 量

配分流量

3

沙 流 川

平

取

3

3

( m /s e c)

(m / se c )

( m / se c)

5,400

1,500

3,900

(2) 主 要な地点に おける計画 高水流量に 関する事項
計画高 水流量は、 額平川から の流入量 を合わせ、 基準地点平 取において 3,900
とみかわ

m 3 ／ sec と し、その 下流の残流 域からの流 入量を合わ せ、富川地 点において 4,200
m 3 ／ sec と し、その 下流では、 河口まで同 流量とする 。

川

計

画

高

水

流

量

図
（単位： m3 /sec）
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(3) 主 要な地点に おける計画 高水位、計 画横断形に 係る川幅 に関する事 項
本水系 の主要な地 点における 計画高水 位及び計画 横断形に係 る概ねの川 幅は 、
次表の とおりとす る。
主要な 地点におけ る計画高水 位及び川 幅一覧表
河 川 名

沙流川

地 点 名

河口又は 合流点からの 距離

画高 水位

川

幅

(km)

T.P.(m)

(m)

平

取

16.0

28.11

350

富

川

3.0

7.39

400

( 注 ) Ｔ ．Ｐ . ：東 京湾中等潮 位

(4) 主 要な地点に おける流水 の正常な機 能を維持す るため必 要な流量に 関する事
項
平取地 点から下流 における既 得水利と しては、農 業用水とし て 0.35m 3／ sec 、
水道用 水として 0.05m 3 ／ secの 合計約 0.4m 3 ／ se c許可水 利がある 。
これに 対して、平 取地点にお ける過去 40 年間（昭 和 33 年〜平 成 9 年）の平 均渇
水流量 は約 9.0m 3／ sec 、平均 低水流量は 約 16.2m 3／ se c である。
平取地 点における 流水の正常 な機能を 維持するた め必要な流 量について は、
利水の 現況、動植 物の保護・ 漁業等を 考慮し概ね 11m 3 ／ secと する。また 、漁獲
期の流 量について は、水産資 源の保護 を考慮し更 に調査検討 の上、定め るもの
とする 。
なお、 平取地点下 流の水利使 用の変更 に伴い、当 該水量は増 減するもの であ
る。
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沙流川 水系流 域
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（参 考 図 ） 沙流川水 系図
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