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６－２ Question 

通常の河川改修で伐採対象となる樹木を、保全・復元した事例を教えて下

さい。 

■Question の意味と背景 

河川砂防技術基準（計画編）において、河川環境の整備と保全に関する計画の策定にあたっ

ては、「動植物の良好な生息・生育環境の保全・復元、良好な景観の維持・形成、人と河川と

の豊かな触れ合い活動の場の維持・形成、良好な水質の保全について、総合的に考慮して定め

るものとする」とされている。現存する河畔樹木は、保全・復元の対象として検討すべきであ

ることはいうまでもない。水辺の樹木は、単に残す残さないだけでなく、良好な景観の形成も

含め様々な環境機能（図-1）に関連するからである。 

しかしながら、河川改修では低水路の拡幅や高水敷の切り下げ、堤防の拡幅・かさ上げなど

の地形改変とともに、既存樹木は「治水上支障になる」という理由で伐採されることが多く、

復元（移植、植樹）されることもないまま失われているのが現状である。 

河川法でいう河川環境の“整備と保全”、河川砂防技術基準の“保全・復元”、“維持・形成”

をもう一度注意深く捉える必要があろう。多くの場合、“保全・維持”のレベルで「治水計画

上無理」と諦めているのではないか。河川環境の“復元・形成”という、もう一つの重要な検

討課題に真剣に向き合い、河道計画に組み込むことが重要である。この設問では、そのための

方法論について、事例を通して考える。 

 
図-1 水辺の樹木が有する環境機能 

■関連する Question 

⚫ Q6-1 人の利用という視点から、高水敷整備をどのように進めたらよいか、考え方や事例 

を教えて下さい。  
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Answer  

既存樹木の保全や市民に親しまれてきた景観の継承のために、河道計画を

見直した事例を紹介します。 

■Answer の概要と基本的考え方 

河川整備基本方針・河川整備計画では、河川環境の整備と保全について位置づけられている

が、治水計画上の河道計画が前提としてあるために、治水と環境のトレードオフの関係は残さ

れている。したがって、河川改修実施の段階で様々な問題が起こる場合がある。ミチゲーショ

ン（人為的行為が自然環境に与える影響の緩和措置）の考え方では、「回避、最小化、矯正、

軽減、代償」の５段階があるとされている。河道計画の検討プロセスで、これらの各段階に相

当する検討を行い、河川環境の保全・整備の方法を見いだしていくことが重要である。ここで

は、２つの事例を取り上げて、いかにして河畔林を保全・復元したか、河畔林のある景観を保

全・継承したか、その考え方と方法論を紹介する。 

宮川（三重県伊勢市）では、高水敷上にある数百本の桜の取扱いについて、現存する江戸時

代の水制工の流速低減効果を水理解析によって明らかにすることで、樹木群の保全・管理に関

する道筋を示した。堤防上の既存の桜については、現堤防を側帯とする堤防計画を立案し、堤

防上の複列桜並木を保全・復元した。引堤区間では、堤防側帯を新たに整備（側帯のための用

地買収）して、桜の景観が保全・継承された。 

白川（熊本県熊本市）の「緑の区間」では、当初改修計画の河道拡幅と築堤盛土により河畔

樹木が失われてしまうことから、市民と河川管理者との間で長年に渡って話し合いが継続さ

れてきた。その結果、堤防を特殊堤（鋼矢板＋パラペット）とするアイディア等によって、河

畔樹木の保全と整備が実現した。特に左岸側において、特殊堤の位置を河岸ではなく道路境界

に後退させるというアイディアは素晴らしい。これによって市民に親しまれてきた「緑の区間」

の景観が継承された。さらに特筆すべきは、話し合いの過程に地元熊本大学の研究者が加わり、

様々な意見やアイディアを元に模型を制作して議論するなど、空間的なイメージを積み上げ

てきたことである。 

これらの事例における検討プロセスは、河川砂防技術基準（計画編）でいう「総合的に考慮

して定める」ということの本来の意味を提示している。治水と環境を“総合的に考慮”した創

造的なアイディアを生み出す努力が肝要である。 
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■参考事例１-宮川・宮川堤の堤防拡幅と桜景観保全（三重県伊勢市）1)-3) 

 

伊勢市中島町から始まる宮川の右岸堤防は宮川堤と呼ばれている。宮川堤は現在の伊勢市

街地を守る要となる堤防で、昔から洪水被害で破堤するたびに何度もつくりかえられてきた

という歴史を持つ。現在は桜の名所として有名であるが、伊勢神宮との結びつきが強く、度会

橋付近は伊勢神宮（外宮）への御用材を運ぶ陸曳きの起点となっている。江戸時代に盛んにな

った伊勢詣は、桜の渡しや柳の渡しを使い、人々は宮川を渡った。当時のにぎわいは歌川広重

の「伊勢参宮宮川の渡しの図」に見ることができる。この絵の正面に描かれた突出し堤防（図

-2、丸囲い）は、江戸時代につくられた棒堤と呼ばれる水制工で、現存する。 

宮川堤は堤防幅が不足しているため堤防強化を行うことになった。堤防の拡幅は桜の景観

だけでなく、伊勢神宮との関わりによって形成されてきた歴史的風景に大きな影響を及ぼす。

堤防強化という治水上の課題と桜景観を含む歴史的・文化的な風景を保全継承するという課

題を統合的に解決する空間デザインが本事業における課題であった。 

 

（１）場の特性等 

■桜の名所／近世の突出し堤が現存 

・宮川堤には約 800 本の桜が植えられており、三重県の名勝指定を受けている。また、さ

くら名所 100選（日本さくらの会）にも選出されている。また、近世につくられた突出し

堤（水制工）4基が現存している歴史的土木施設でもある。 

■桜の景観と治水上の課題 

・ 人々に親しまれている桜景観ではあるが、桜に関連する治水上の課題も抱えていた。一

つは、堤防本体（両側）に桜が植えられており、枯死による堤防の空洞化などの懸念が

生じていた。もう一つは、高水敷に植えられた数百本の桜である。河積は確保されてい

るものの、通水能力の減少や流木化等、治水上のリスクに関しては未検討であった。 

■堤防の安全性の課題 

・ 宮川堤防は敷幅が狭く、砂質地盤上にあることから洪水時には堤防裏法尻からの漏水や

噴砂が発生することがある。宮川では、断面不足の堤防について断面拡幅を進めており、

堤防拡幅と桜の景観保全、歴史的土木遺産の保全活用を統合してデザインする 
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宮川堤についても同様に整備を行うことになった。 

・ 単純な堤防の断面拡幅では、現存する桜景観への影響は免れない。桜景観の保全継承を

どのような形で実現できるのかが重要な課題である。 

 

図-2 整備区間。JR参宮線宮川橋梁(桜の渡し)から度会橋上流(柳の渡し)までの右岸約 1km

が整備区間である。2017 年度末の整備済み区間は、度会橋から棒堤までの約 460mと度会橋

上流 270m区間の一部である。下流(図左手)から棒堤(1685)、周防守堤（1702）、駿河守堤

（1685）、浅間堤（1748）と呼ばれる江戸時代の突出し堤（水制工）が現存する（赤丸囲

い）。 
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写真-1 現存する江戸時代の突出し堤（堤防拡幅工事前 2012）。上左：棒堤（1685）、上右：

周防守堤（1702）、下：駿河守堤（1685）。水制工は本堤から下流方向に突き出すような形で

配置されている。 

 

（２）計画・設計のポイント 

計画・設計条件 

・整備区間：宮川橋（6.2km）～度会橋上流(7.2km)の約 1km（右岸堤防） 
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・堤防断面の拡幅：天端幅 5m→7m 堤防法勾配 1：2→1：3 

 

 
図-3 堤防の標準断面図(河川整備計画)3) 

小段を設けず 1枚法にした場合はほぼ 1：3の法勾配となる 

現況は天端幅約 5m、堤防法面勾配は表裏ともに 1：2 

 

整備方針 

宮川堤の改修は、歴史的施設や桜の名所としての空間構造を将来に渡って継承していくと

いう観点から、次のような整備の基本方針を定めた。 

 

以降では、度会橋下流側と上流側で整備方針が異なるため、それぞれ（３）、（４）に分けて

記述する。 

  

■まちづくりと一体となった堤防改修 

・安全な堤防を整備しながら、「桜堤」も保全する。 

・宮川堤の堤防改修と合わせて、周辺の「にぎわい・活性化」につなげる。 

■歴史的なもの、今あるよいものを大事にしていく 

・江戸時代から 300年続く宮川堤の景観や治水機能を将来に引き継ぐ。 

■時間の経過に伴う風景の変化を見越した堤防整備 

・現在の風景・改修直後の風景・将来の風景を見越した堤防と景観。 

・サクラの生長を見越し、緩やかにサクラが世代交代できる。 

→次回の式年遷宮（2033）を迎える頃には、見ごたえのある桜堤を！ 



6-2-7 

度会橋下流の整備方針 

■トライアングルコンセプト 

堤防の拡幅、桜景観の保全、近世の突出し堤（歴

史的土木遺産）の保全活用という三つの要素は、

お互いに影響を及ぼし合う関係にある（図-4）。堤

防拡幅は現堤防上の桜や高水敷の桜を伐採するこ

とにつながり、また堤体幅が広がればその分突出

し堤は新堤防の中に埋没する。現存する桜や突出

し堤の保全を重視すれば、堤防拡幅は困難になる。

いわば三竦みの状態である。 

そこで、これら三つの課題を調整し総合化する

という、トライアングルコンセプトによる方針をたてた。これは、堤防に求められる強度を確

保することを前提としつつ、桜の伐採をできるだけ少なくし、突出し堤の長さ（治水機能）を

確保する。同時に、桜を植えられるスペースの創出（伐採樹木の代償措置）を堤防設計に組み

込む。このようなバランスのとれた空間を一つの堤防デザインで解くということである。 

①堤防拡幅の方針 

・度会橋下流は河積に余裕があることから、前腹付盛土による堤防拡幅を基本とする。 

・堤防拡幅による高水敷桜の伐採は、できるだけ最小限とする。そのことにより、歴史的土

木施設である水制工の形状変化もまた最小限とすることが可能になる。 

・堤防法勾配の設定にあたっては、堤体全体の安定解析を行い必要な堤防強度を確保する。 

②桜の伐採と代償措置としての側帯整備 

・桜が存在する現堤防を、環境保全のために設ける第 3種側帯として位置づけることで、植

樹可能なスペースとする（ミチゲーションの回避措置）。現堤防の両側にある桜並木のう

ち川裏側はそのまま保全し、川表側の桜は伐採、抜根し根茎進入防止ブロックを措置した

上で新たに植樹する（矯正措置）。このことにより、本堤防に樹木の根が侵入していると

いう構造上の問題を解決し、同時に桜のトンネル景観を復元、継承することが可能になっ

た（図-5）。 

 

図-4 トライアングルコンセプト 
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図-5 度会橋下流基本断面。現堤防を側帯として位置づけ桜のトンネル景観を継承する。河

川管理用通路は通常天端幅全体を舗装整備することが多いが、ここでは従前の 3m幅とし芝

生面積を広くとって柔らかい景観となるようにした（遮水シートは全幅）。側帯には 1.5m幅

の散策路を設け、従前のように桜のトンネル空間を散策できるようにした。 

 

写真-2 整備後の宮川堤。旧堤（写真右側）を側帯とし、本堤（写真左側）との境界に新し

く桜を植樹し、桜のトンネル景観を復元した。 
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写真-3  整備前（上）と整備後（下）。写真左の堤防が駿河守堤と呼ばれる突出し堤。整備

前の桜景観は素晴らしいが本堤防が狭い。整備後は堤防天端幅が 5m から 12m に広がり、伸

びやかな空間に変貌した。腹付盛土による突出し堤長さの減少も最小限となり、景観的にも

大きな変化は見られない。 
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写真-4 本堤防（左 7m）と側帯（右 5m）。本堤防の河川管理用通路舗装は従前の 3m 幅と

し、緑地（芝生）面積を多くとり柔らかい景観となるようにした。本堤の天端下全面に遮水

シートを設置して、本堤への雨水浸透を防いでいる。支柱がついた桜が新しく植えた桜。桜

の根元に配置した三日月上の小盛土は、水防活動の際に必要となる土のう材料として位置づ

けているが、普段はベンチとして利用を想定してデザインしたものである（月ノ輪と名付け

た）。 

 

③高水敷の桜群落の取り扱い 

高水敷には数百本の桜が植えられている。河積は確保されているものの、流失等のリスク

もあり、将来に課題を残すことになる。そこで、近世の突出し堤の存在に着目して準三次元水

理解析を行い、洪水時の流況の確認を行った。突出し堤は、洪水時における本堤への外力を弱

め、破堤を防ぐという目的で構築された伝統的治水施設であるが、その効果を現代の水理学で

解き、高水敷上の桜の流出リスクを数値的に評価した。 

宮川堤の突出し堤は、昭和 40年代に高水敷整備が行われたこともあって、すでに治水上の

役割を終えた土木遺産として捉えられていたが、高水敷の上に約 3m の高さで突き出た水制工

の形状は確保されている。「治水施設としての機能（減勢効果、流速低減効果）があるはず」

という仮説を立てて水理解析を実施した。 
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図-6 宮川堤防の図（模写）神宮文庫蔵（図の右を上流にするため左右反転している）。突

出し堤によって澪筋は堤防から離れた位置に形成されている。洪水時の流れを堤防から遠ざ

け、破堤を防ぐシステムとして機能していたことが読み取れる。推測の域を出ないが、突出

し堤の上流側に描かれている樹林は、減勢目的で植えられた水害防備林の可能性もある。 

 

 

図-7 水理解析結果（準三次元解析）3) 

 

水理解析の結果が図-7である。水制工があることによって洪水時における堤防近傍の流速

が 1ｍ/s 以下の低流速に抑制されており、突出し堤の周りは流速の遅い死水域が形成されて
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いることがわかった。高水敷の桜群落エリアの流速は 2ｍ/s 以下で、桜の流失等のリスクは

大きくないと判断できる 4)。この結果を受け、桜の保全に対し科学的根拠を得たことから、

宮川の景観的な特長である高水敷桜群落の持続的な継承（回避措置）への道筋を示すことが

できた。 

 

写真-5 景観的な視点からは、高水敷の桜の存在が他の河川にはない特徴的な桜の景観を生

み出している。突出し堤（この写真では駿河守堤）の存在により、その下流に流速の遅い死

水域が形成されている。 

  

（植樹の特例）4) 

第十五 次に掲げる植樹で，数値解析，水理模型実験等により治水上支障とならないと認めら

れるものについては この章の規定に係わらず植樹することができるものとする。 

一 洪水の流勢の緩和等の治水上の必要性から行う植樹 

一 生態系の保全，良好な景観形成等の環境上の必要性から行う植樹 

一 親水施設等の安全対策として行う低木の植樹     
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④境楠の保全 

駿河守堤下流の堤防脇に「境楠（さかいくす）」と呼ばれる伊勢市指定天然記念物のクスノ

キがある。現在は枯死しているが、かつて中島町と中川原町（現宮川町）の境界に位置してい

たことから「境楠」と呼ばれるようになったという。通常の堤防拡幅をすると境楠は盛土に埋

没する形になる。そのため、境楠周辺は急勾配の石積護岸とし原位置に残した(図-8)。 

 

図-8 境楠付近の断面図 

 

 

写真-6 境楠。護岸を立てて現存する境楠を保全し、合わせてスロープと階段を設けて境楠

や高水敷へのアクセスがしやすいように整備した。 
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度会橋上流の整備方針 

度会橋上流は、河積に余裕がないため引堤盛土とした。堤防天端の既存桜は伐採するが、本

堤の裏側に新しく側帯を設け桜並木の復元を可能とした（代償措置）。また、水防広場を設け、

度会橋下流にあった水防倉庫を移設した（図-9、写真-7）。 

 

図-9 度会橋上流計画断面 

 

写真-7 度会橋上流水防広場付近 
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（３）整備後の効果 

・ 平成 28年度土木学会選奨土木遺産に認定 

 

（４）その他 

整備箇所について 

三重県伊勢市宮川町～中島町地先（左岸）。延長約 1km 

整備期間：2013～（2016年一部竣工） 

河道特性 

セグメント 2-1 河床勾配：    築堤・複断面河道  整備計画流量 7,300(m3/s) 
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■参考事例２-白川・緑の区間（熊本県熊本市）5)- 7) 

 

熊本市の中心市街部に位置する白川・明午橋～大甲橋間右岸に、桜などの植樹が行われ始め

たのは 1961年、当時の自治会長であった鶴田氏が、荒れ地となっていた堤防用地の整地作業

にとりくんだものである。1963 年には熊本市がベンチ等を設置し、鶴田公園が完成した（写

真-8）。その後も桜の植樹が続けられ、お花見の場所として市民に利用されてきた。左岸には、

老大木が植わっており、両岸に樹木が茂る「緑の区間」となった。 

一方で、当該区間は川幅が上下流に比べ狭く治水上のネック箇所となっており、万一氾濫し

た場合は中心市街地部に甚大な被害が想定されることから、早急な河川整備と合わせて、周辺

の景観と調和した良好な河川空間の形成が求められてきた。 

 

（１）場の特性等 

■「森の都くまもと」の代表景 

・ 大甲橋から上流をのぞむ景観は、河川沿いの樹木群、石積みの護岸、遠景の立田山、

これらすべてを映す水面からなり、「森の都くまもと」の代表景として親しまれてきた（写

真-9）。 

 

 

 

 

既存樹木の移植や，30年後の樹木の成長・緑量を見据えた樹木配置により，河道拡幅後も
「森の都くまもと」のシンボル景観を引き継ぐ 

写真-9 大甲橋から上流をのぞむ景

観（整備前）8) 
写真-8 鶴田公園（2003 年）8) 
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■治水上の課題と樹木保全 

・ 白川の治水安全度向上のため、1986年に緑の区間の改修計画が立てられた（図-10）。

河道拡幅（掘削）と築堤により、緑の区間の樹木を全て伐採する計画内容だったため（図

-11）、熊本県、市、学識者、文化団体等から「緑を残してほしい」との声が上がった。 

・ しかしながら、その後の改修計画（1990 年、1997 年）も地域住民との折り合いはつ

かなかった。1997年の河川法改正後、流域住民委員会が設置され（1998 年）、緑の保全を

考慮した改修手法について、住民を含めての検討が行われた。 

 

 

 

 

  

図-10 整備区間（大甲橋～明午橋間の約 600m） 

図-11 1986 年当初の河川改修計画 10) 
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（２）計画・設計のポイント 

計画・設計条件 

・ 「洪水を流す能力の確保」と「現状の景観と緑の確保」の両立 

・ 樹木は両岸で移植を行い、景観的な緑量を変化させないこと 

整備方針 

・ 堤防の構造を見直し、土堤ではなく特殊堤（鋼矢板）として伐採樹木を極力減らす 

・ 両岸の緑地（高水敷）の外側に堤防を構築する 

・ 左岸側は、河岸を掘削して川幅を広げ、主要な樹木は背後地に移植する 

・ 右岸側は、堤防にかかる部分の樹木は伐採が必要だが、鶴田公園をできるだけ残す 

 

 

 

主な実施内容 

河道拡幅後も大甲橋からのシンボル景観を継承すべく、既存樹木の移植や、30 年後の樹木

の成長・緑量を見据えた樹種と植栽配置計画の検討が行われた。最終的な計画の概要を図-12

に示す。 

  

［左岸］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［右岸］

図-12 樹木の伐採･移植方針（熊本大学 星野裕司氏提供） 
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 ①既存樹木を極力活かした植栽計画 

a) 既存樹木をそのまま残す（回避措置） 

∙ できるだけ移植せず元の場

所で生育できるよう、堤防法

線の変更（写真-10）が行われ

た。堤防に鋼矢板を用いるこ

とで、堤体下部の止水性を高

めるとともに、既存樹木を避

けるように法線をカーブさ

せることが可能となった。 

∙ 特殊堤（8.5m の自立式鋼矢

板）を 1 度に打設するには

10m 以上の高さの空間が必

要となるが、堤防の上に枝が

被る場合には枝を伐採するのではなく、鋼矢板を 2分割して打設することで保全した。 

 b) 既存樹木を移植する（軽減･代償措置） 

∙ 両岸約 500 本の樹木の健康状態を調査し（樹木台帳を作成）、移植可能樹木と伐採樹木を

整理した（移植対象樹木約 130 本）。 

∙ 伐採が必要な理由、将来の樹木の姿や生育を配慮した適切な樹木間隔、移植方法などにつ

いて地域住民等と共有した 

・ 通常の移植工事では、移植直前に根回しを行うため、移植された樹木が枯れないようにす

るためには、貧弱な根による栄養でも耐えられるよう枝を切り落とさなければならない。

そこで、移植開始２年前に根回し工事を行うことで細根の発生を促し、既存の樹木の樹形

を損なわずに移植した。この結果、枝が張り出し川面に影を落とす、特徴的な景観を保全

することができた。 

・ 樹齢 100 年、100 トンを超える 2 本の大クスノキについては伝統工法の立曳き工事（樹木

を立てたまま、滑車によって引っ張り移動する）によって移植を行った。長所として以下

が挙げられる。 

- 樹木を立てたまま移動できるため樹皮を傷つけず、樹木の健康を維持できる 

- 伝統技術を継承できる 

写真-10 堤防法線をカーブさせて木を保存（右岸） 

（熊本大学 星野裕司氏提供） 
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- 人力で移動させるため、近隣の小学生など多くの市民が参加することが可能となる

（市民の愛着の醸成） 

 

 

 

 

②樹木の成長を見据えた樹木配置 

・ 整備前の緑地では、樹木間の距離が近すぎ、樹木にとって窮屈であると同時に、鬱蒼と

して薄暗く人も近寄りがたかった。 

・ そこで、緑地内の見通しに配慮すると同時に、樹木がのびのびと成長できるように、樹

木の間隔を 15～20m 離して配置し、それらの間に中低木を配することとした。 

・ 樹種については、川側には既存の景観を保全するようにクスノキなどの常緑樹を配置し、

まち側にはムクノキやイチョウ、モミジなどの落葉樹を配置し、季節感を演出した。 

・ 既存のイメージを残しつつ、数年で現況に近いものとするが、最終的には 30年後に「緑

の区間」として安定した風景となることを目指した（図-13）。 

写真-11 大クスノキの移植の様子。小学校の生徒や市民も参加して滑車を動かす（写真右） 

（熊本大学 星野裕司氏提供） 
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図-13 樹木成長の景観シミュレーション（熊本河川国道事務所提供） 

 

③樹木を引き立てる施設配置 

・ 上述の、入念な配慮に基づいて保全された樹木を引き立てるため、その他の施設も入念

に検討されている。 

・ 左岸緑地を通り抜ける歩道は、移植樹木群が有するリズムや微地形に即した自然な線形

になるように、全ての移植が終わった後に線形を現地で確認し決定された（写真-12）。 

・ 石積み護岸の法肩は高さ１m 前後の土手とし、透過性の高い防護柵を護岸から１m 程度

セットバックさせることで、水辺〜護岸〜緑地〜樹木の連続性を阻害せず、かつ十分な

安全性を確保した（写真-13）。 
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写真-12 木立の中を通る遊歩道。写真下は線形を決定している様子 9)。 

写真-13 水辺～緑地の様子（左岸）9) 
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（３）整備後の効果 

写真-14 大甲橋からのぞむ緑の区間(2018.8) 

写真-15 緑陰が居心地のよい空間を形成 9) 
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整備後は、豊かな緑により形成された居心地の良い水辺緑地として住民等に日常的に利用

されている。本事業は、2015 年グッドデザイン賞を受賞した。また、緑の区間の利用を考え

る協議会が編成され、ミズベリングイベント等の社会実験により、水辺空間の活用・管理方法

が検討されている。 

 

（４）その他 

整備箇所について 

熊本県熊本市中央区水道町地先（右岸）、中央区新屋敷 1丁目地先（左岸）、 

延長約 600m（大甲橋～明午橋），整備期間：2006～（2015年一部竣工） 

 

河道特性 

セグメント 2-2 河床勾配：1/1,700 築堤（パラペット）・複断面河道  

整備計画流量 2,000 (m3/s)  

 

 



6-2-25 

■コラム―河道内において植樹できる場所 

 河道内において植樹ができる場所については、「河川区域内における樹木の伐採･植樹基準」

（平成 10年 6月）において定められている。以下に抜粋を示す。なお、詳細については基準

本文を参照されたい。 

a) 築堤河道（基準第八，九） 

堤防裏小段や側帯。縁切りなど堤防安全性に影響がないようにする。 

 

 

b) 堀込河道（基準第七） 

計画高水位より上で護岸に影響を与えない場所 

 

 

c) 高水敷（基準第十、第十一） 

 堤防法尻や低水路法肩からの距離、植樹間隔等が定められている。詳細は基準及び参考図書

を参照のこと。 

d) 植樹の特例（基準第十五） 

下記に示す植樹で、数値解析、水理模型実験等により治水上問題とならないと認められるも

のについては、基準第三章植樹の規定に係わらず植樹することができる。 

• 洪水の流勢の緩和等の治水上の必要性から行う植樹 

• 生態系の保全、良好な景観形成等の環境上の必要性から行う植樹 

• 親水施設等の安全対策として行う植樹 
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■コラム―植樹基準をクリアするための検討～糸貫川・清流平和公園を例に～8) 

高水敷に樹木を新たに植樹するには、治水上支障とならないことを確認する必要がある（基

準第十五「植樹の特例」）。数値解析等により、同基準への適合を確認した事例を紹介する。 

岐阜県糸貫川（北方町）では、水辺公園整備に際し、利用者にとって居心地の良い空間とす

るために、ベンチや樹木が設置された。植樹にあたっては、①平面二次元不定流解析による出

水時の流況検討、②植樹の流出防止対策の検討、③植樹の管理計画の検討が行われた。①の解

析結果から、植樹による水位のせき上げは生じえないこと、十分に活着した状態では樹木が流

失しないことが確認された。計算結果に基づき、高流速が発生する領域を避けた植樹が計画さ

れた。②では、活着するまでの対策として、樹木にアンカーが設置された（図-14）。③につ

いては、適切な維持管理によって樹木の枯死や流木化を防止する、というものである。町と河

川管理者の間で、上記３項目を盛り込んだ管理協定が結ばれた。 

 

図-14 樹木へのアンカー設置（岐阜大学 原田守啓氏提供） 
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■より深く知りたい技術者のための参考図書等 

⚫ (財)リバーフロント整備センター編集：河川における樹木管理の手引き、山海堂、1999 

⚫ 土木学会編：水辺の景観設計、技報堂出版、1988 
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