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４－２ Question 

「河川環境管理シート」の活用方法について教えて下さい。 

■Question の意味と背景 

気候変動の影響で大規模な水災害が頻発しており、全国各地で、流量を増すための河道掘削

や樹木伐採など大規模に河川に手を加える状況が増加している。 

今後目指すべき川づくりについては、河川全体を俯瞰して、川の骨格づくりから含め「川の

営み」を活かし堆積しづらく外来種が繁茂しにくい「治水と環境が一体化した川づくり」を行

う河道検討が必要とされている。 

特に国が管理している直轄管理河川では、河川の規模が大きいため、直轄管理区間の全体像

（治水・環境）を把握しながら、治水と環境が一体となった川づくりを行うことが求められて

おり、このための有効なツールが「河川環境管理シート」である 
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Answer  

河川全体を俯瞰する場合に、「河川環境管理シート」は、全川（直轄区間）

の「河川環境」の特徴を定量的に把握できる強力なツールである。 

「河川環境管理シート」を活用し、河川環境を定量的に把握し、河川改修・

自然再生・維持管理などあらゆる場面で、河川環境の整備と保全を検討し

ましょう。 

■Answer の概要と基本的考え方 

「河川環境管理シート」は、直轄河川を対象に河川水辺の国勢調査の河川環境基図作成調査

等から得られる生息場情報を中心に簡易的かつ定量的に河川環境を評価し、その結果を用い

て区間別（標準 1km）の河川環境の特性と経年変化を把握し、その改善をはかることを目的と

して作成されたものである。直接コントロールできない生物そのものよりも河川管理者の操

作性の高い「場」に着目して評価していることが特徴である。  

評価は、原則 1km のキロポスト（KP）毎に行う。小セグメント程度の環境が似通っている

区間を河川環境区分とし、区分ごとに最も環境が「良好な場」として代表区間（1km 区間）を

設定する。「河川環境の整備と保全」を実現する目標としては、この代表区間を保全するとと

もに、その他の区間はこの代表区間を参考として、少しでも良くすることを目指す。つまり、

「良好な状態にある生物の生育、生息、繁殖環境を保全するとともに、そのような状態に無い

河川の環境についてはできる限り向上させる」1)という考え方を基本として、河川環境を管理

することとなる。  

上記の基本的な考え方のもと、河川環境を定量的に把握し、自然再生事業だけでなく、河川

改修や樹木伐採等の維持管理においても、少しでも河川環境の整備と保全が実現できるよう

河川管理を行うことが大切である。 

 

■Answer の詳細 

「河川環境管理シート」の作成・活用の詳細については、公益財団法人リバーフロント研究

所：実践的な河川環境の評価・改善の手引き(案)（案）2019 

http://www.rfc.or.jp/result4.html を参照されたい。 

分量も多いので、本稿を読めばおおよその概要が分るように以下に記載する。 

また、本手法は現場で様々な工夫を加えて活用されているので、その具体例についても紹介

する。本手法については参考文献 5)、6)も参考にしてもらいたい。 

 

http://www.rfc.or.jp/result4.html
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（１）基本的な考え方 

「河川環境管理シート」では、「良好な状態にある生物の生育、生息、繁殖環境を保全する

とともに、そのような状態に無い河川の環境についてはできる限り向上させる」という考え方

を基本として、河川環境の管理を実施することとする。もちろん、コウノトリなどのシンボル

的な生物がおり、具体的な目標が設定できる河川においては、その目標を活用してもらって結

構であるが、具体的な目標が設定しにくい河川においては、この基本的な考え方に沿って、本

手法を活用して河川管理を実施するものとする。 

「河川環境管理シート」活用のねらいは、以下の３点である。 

・ 長期的な目標である「河川環境目標（目指すべき方向性）」の達成に向けたステップア

ップ 

・ 「現況の環境を保全するとともにできる限り向上させる」という基本的な方針に従い、

河川環境の状態や目安となる状態を明確に示すこと。 

・ 改善の優先度や改善内容を具体化することにより、河川全体の環境の底上げをはかる

こと 

 

 

図 1 河川環境改善の考え方イメージ 
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河川環境管理シートを用いた河川環境管理のメリットは、以下の４点である。 

・ 河川環境の良し悪しやその経年的な変化を継続的にモニタリングしやすい。 

・ 河川環境を客観的な方法で定量化することにより、事業の必要性の説明等に利用しや

すい。 

・ 実在する場を用いるため、改善の参考となる環境を関係者間で実感・共有しやすく合

意形成を図りやすい。 

・ 実在する相対的に良好な場と比較することで、改善内容を具体化しやすい。 

 

 

図 2 河川環境管理シートの活用により可能になること 

 

なお、「河川環境管理シート」は単体で用いるよりも、「河川環境情報図」などのツールと適

切に組み合わせて用いることでより有効に活用することができる。 

① 直轄管理区間の全川的な治水・環境を定量的に把握し特徴を整理 

「河川環境管理シート」の活用 

② 環境を面的・定性的に把握、重要なエリアを絞り込み詳しく把握 

「河川環境情報図」の活用 
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（２）「河川環境管理シート」を用いた評価手法について 

１）「河川環境管理シート」を構成する３つのシートについて 

河川環境の評価は、既存資料や現地踏査により河川全体の環境を踏まえた上で、「①河川環

境区分シート」、「②代表区間選定シート」、「③河川環境経年変化シート」の３つを用いて行う

（図-1）。 

① 「河川環境区分シート」は、直轄管理区間全川で評価し「河川全体の外観把握」「河川環

境区分へ分割」を行う 

② 「代表区間選定シート」は、セグメント中央値で評価して、目標環境とする「代表区間」、

特筆すべき環境である「保全区間」の候補を選定する 

③ 「河川環境経年変化シート」は、最新年のセグメント中央値で評価して、水国データ（約

５年おき）等を用いた２時期の経年変化を把握する 

 

図-1 河川環境管理シートを用いた河川環境評価と代表区間の設定の流れ 
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２）河川環境の定量的な評価と改善の概略について 

① 河川環境に関する情報として、地域を特徴付ける典型的な環境要素（12項目）を 1km区

間単位で相対評価（中央値より良ければ「〇」としてスコア化）した「生息場データ」

を作成し、河川全体の俯瞰的な把握。 

② 河川環境情報図等の河川環境資料も活用。 

③ ①②から、河川全体の俯瞰的な把握を踏まえ、全川を縦断的に河川環境が類似したまと

まり（「河川環境区分」という）に分ける。 

④ 環境が類似した一連区間（河川環境区分）毎に、環境の相対評価によって、「代表区間」

と「保全区間」を選定。 

・代表区間：河川環境が相対的に良好な場（スコアが高い場所） 

         →河川環境を評価・改善する際の目安・手本（リファレンス）とする 

  ・保全区間：河川環境が特殊かつ重要な場 

         →河川改修等の際の環境配慮事項とする 

 

 

図 3 河川環境の相対評価に基づくリファレンス（代表区間）の設定イメージ 
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３）改善内容の具体化の考え方 

・ 環境を改善する際に目安となる良好な場（代表区間）を設定する。 

「代表区間」を参照しながら、改善すべき地点における改善内容を具体化する。 

・ 代表区間を選定する際には、求められた生息場の点数の評価結果、生息場の経年変化、

現地踏査の結果、専門家の意見、及び実際の現地調査を必ず行って設定する。 

・ 改善の対象となる生息場に着目して、代表区間で良好な場が形成されている要因を分析

し、それを改善地点にあてはめ、整備内容を具体化することが肝要 

・ 評価の結果、「代表区間」に選ばれた地点は保全が原則である。河川改修においては、「代

表区間は極力改変しない」ことが原則で、治水上やむを得ない場合は、その環境保全や

代替地の創出などに努めるべきである。 

・ 「代表区間以外の区間」については、「代表区間」と比較し、河川環境の改善に努めるこ

ととする。具体的には、代表区間に劣る環境要素などについて改善することを検討する。

例えば、水際の自然度が代表区間に劣るのであれば、河川改修の機会を利用して、低水

護岸を水制に変えて、水際の自然度を上げるなどの検討を行う。 

・ これらは、河川改修（河道掘削、樹木伐採）、災害復旧（改良復旧を含む）、維持管理な

どあらゆるタイミングを活用して、現状より一歩でも改善することを心がけることが重

要である。 
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４）「12の環境要素」を用いた典型性の評価について 

河川環境区分の設定に用いる生息場の分布状況には、図-4 および 表-1 に示す生息場や物

理環境指標など典型性の観点から 12 の指標を用いる。 

典型的な環境要素 12 については指標毎に中央値より大きければ「〇」、少なければ「△」、

存在しなければ「空白」と表記する。外来種のようにマイナス評価のものは、平均値より大き

ければ「×」と表記する。 

「〇」を 1 点、「×」を-1 点とし、スコア化し生息場の概略評価として用いる。 

なお、「〇」「△」「×」は環境を認識しやすくするための便宜的な表記であり、河川管理者

が実際の河道検討等に用いる際には、グラフで数値情報を示す「詳細情報」により環境要素の

定量情報を確認しながら使用することが非常に大事である。 

生息場としては典型的な生息場の他に例えば「湧水」のように特殊性の観点から保全すべき

ものもあり、それらについては別に「特殊性」として整理する（図－5）。 

 

 
図 4 河川環境の評価に用いる 12の環境要素（図） 
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表 1 河川環境の評価に用いる 12の環境要素（概要説明） 

 

 

図 5 生物の生息場の分布状況 

 

図 6 代表区間選定のための概略フロー  
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５）定量データの活用の考え方 

前述した「３つのシート」のうち「河川環境区分シート」「河川環境経年変化シート」には、

「詳細情報」として定量的なデータがグラフで記載されている。 

12項目の環境要素を単に「○」「△」で捉えるのではなく、これらのグラフを活用し、定量

的な分布の状況を把握して検討することが重要である。 

 

 

図 7 河川環境管理シート「詳細表示」に示す定量的な情報 
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（３）拡がる活用の場面 

「河川環境管理シート」は全国 合計 58水系 135河川（R3.8月時点）で活用されている。 

「河川環境管理シート」は、特に計画策定・事業実施時の検討で活用が進んでいる。 

① 河川整備基本方針での活用 

・目標に対して現況を概略的に評価する（五ヶ瀬川水系、新宮川水系等） 

② 河川整備計画での活用 

・事業実施に対して現況を定量的に評価する 

・目指すべき目標を設定する 

③ 事業に関する検討での活用 

・河川改修、災害復旧（改良復旧含む）でのディフェンス・創出等の検討に活用 

・自然再生事業など、環境レベルを向上する区間の明確化 

・「河川環境管理シート」は以下の場面でも活用が可能である。 

   ①調査段階 

    ・河川巡視、河川水辺の国勢調査実施時 における環境の状態把握 

    ・良好な地点、悪化している地点の抽出、整理 

   ②維持管理段階 

    ・維持管理上留意すべきポイント、モニタリングすべき箇所 など 

    ・環境の変化を把握しやすい場所、維持管理の方向性 

 

 ・さまざまな工夫や活用の実践例を以下に列挙する。  

   ・河原再生などの事業効果を評価するために左右岸分けて 200m 間隔で作成 

   ・生物生息場（プラス評価）と管理対象（マイナス評価）を分けて整理 

   ・樹木管理にシートを応用 

   ・自然再生事業の優先事業箇所を特定 

   ・多自然川づくりの掘削時の配慮対象となる生息場検討 

   ・事業計画（河川改修計画、自然再生計画）を俯瞰的にみる 

・緊急治水対策プロジェクトや整備計画のメニュー、人の利用の情報も入れ、 

総合的に河川管理の概観を表現 
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■より深く知りたい技術者のための参考図書等 

⚫ 大河川ＱＡウェビナー（2021.11.12）「河川環境管理シートの活用について」 

http://www.rfc.or.jp/ivent2021_daikasen4.html 

中村圭吾、多自然川づくりサポートセンター（吉田邦伸、白尾豪宏）  

⚫ 中村圭吾、服部敦、福濱方哉、萱場祐一：河川の環境管理を推進するための課題と方向性、

河川技術論文集、第 21 巻、pp.31-36、2015. 

⚫ 中村太士、辻本哲郎、天野邦彦監修 河川環境目標検討委員会編集:「川の環境目標を考え

る－川の健康診断－」、技法堂出版、2008. 

⚫ 中村圭吾、服部敦、福濱方哉、萱場祐一、堂薗俊多、金縄健一、福永和久: 河川環境管理

の実効性を高める考え方と取組み、雑誌河川 10月号、No.831、 pp.50-54、2015. 

⚫ 「河川における実践的な環境管理の手法」の適用例：加古川について、国土交通省近畿地

方整備局、http://www.kkr.mlit.go.jp/river/kankyou/tashizen_10.html. 
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