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5. 河川の整備の実施に関する事項 

5.1 河川・湖沼整備の実施に関する考え方 
洪水･高潮等による災害の発生の防止または軽減については、適切な河川管理の実施

及び湖岸堤の整備、放水路拡幅整備を行い、小川原湖の水位を目標とする水位に抑え

ます。 

特に小川原湖は汽水域の環境を保全する事が重要であり、整備にあたっては、現況

河道形状ならびに湖口マウンドを極力保全するとともに、自然植生の再生など整備後

の自然環境の復元に努めます。 

 

5.2 河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事の施行により 
設置される河川管理施設等の機能の概要 

 

5.2.1 洪水、高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する整備 

 

（1） 湖岸堤の整備 

1) 湖岸堤の量的整備 
目標とする洪水から流域市町村の家屋等の浸水被害を防ぐため、湖岸堤の未整備な

らびに堤防高不足により浸水被害が発生する箇所について、湖岸堤の整備を実施しま

す。なお、湖岸堤の新設に伴い雨水を湖に排出するため、必要な箇所に排水樋管等の

設置を行います。 

 

表 5.2.1 湖岸堤工事の施工場所 

地区名 位 置 

六ヶ所村倉内地区 （左岸）5.4k～7.3k 

六ヶ所村中志地区 （左岸）9.2k～9.7k 

東北町田ノ沢地区 （左岸）13.5k～14.1k 

東北町舟ヶ沢地区 （左岸）15.9k～16.6k 

※位置に示した距離は、河川の中央部での河口からの距離を示したものです 
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図 5.2.1 湖岸堤整備の位置 

 

 

 

図 5.2.2 湖岸堤の整備イメージ 

新規築堤区間 

嵩上げ区間 

土砂を再利用した置砂 

による自然植生の回復 

※湖岸堤の構造については、今後、詳細設計を経て

決定するもので、最終的なものではありません。

※湖岸堤整備の位置につい

ては、今後、詳細設計を

経て決定するもので、最

終的なものではありませ

ん。 
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※1ドレーン： 軟弱地盤内の間隙水を排水させやすくし、圧密を促進させて地盤の強度を増す地盤改良工

法 
※2パイピング： 浸透力によって土粒子が流失し、地盤内にパイプ状の水みちができる現象 

2) 堤防の質的整備 
古い堤防は、内部構造が不明確な場合もあり、構造物的信頼性が必ずしも高くない

場合があります。 

このため、これまでの高さや幅等の量的整備（堤防断面確保）に加え、質的整備と

して、浸透に対する安全性の点検を行い、安全性が確保されていない堤防においては、

強化対策を図り、質的･量的ともにバランスの取れた堤防整備を推進します。 

 

表 5.2.2 堤防の質的整備の工法例 

浸透に対する安全性を確保するための対策工法 

堤体を対象 遮水シート、裏腹付け、ドレーン※1、天端舗装 

基礎地盤を対象 遮水矢板 

※箇所ごとの点検結果を受けて対策工法を選定します 

 

 

 

図 5.2.3 堤防の質的整備断面イメージ 

※2 
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（2） 放水路の拡幅 

小川原湖の水位を計画高水位（TP+1.70m）以下に抑えるため、ダムや遊水地などの

洪水調節施設の建設や、河道掘削、放水路の拡幅等比較検討を行い、その結果、社会･

環境・経済面から総合的に評価し、最も優位となる既設の高瀬川放水路の拡幅整備を

実施します。 

整備に際しては、湖口マウンドへの影響を考慮して越流方式とし、越流の高さは小

川原湖へ海水が流入しない高さとします。なお、放水路越流部の構造は、動植物の生

息・生育環境への影響を低減・回避するよう努めるとともに、放水路の周辺地域の塩

害や放水路内の水質悪化を防ぐよう配慮します。 

また、放水路河口部は河口閉塞対策として、本川河口部とあわせ、継続的なモニタ

リング及び土砂掘削による維持管理を実施していきます。 

 

図 5.2.4 放水路拡幅整備の位置 

 

※放水路拡幅整備の位置については、今後、詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。 

 

表 5.2.3 放水路拡幅整備の施工場所 

河川名 施工の場所 延長(km) 

高瀬川放水路 三沢市大字三沢地内 3.2 

 ※延長については、今後、詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。 

 



5.河川の整備の実施に関する事項～河川工事の目的、種類及び施行の場所並びに当該河川工事 

の施行により設置される河川管理施設等の機能の概要～ 

 43

※堤内地：堤防で守られる側の土地。堤防の小川原湖側が堤外地。 

 

 

 

図 5.2.5 越流方式の放水路 整備イメージ 

※放水路の構造については、今後、詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません。 

 

（3） 内水対策 

内水対策としては、既設排水機場の適正な運用を図るとともに、堤内地※の被害状

況を勘案し、地元自治体と連携して、迅速かつ円滑に内水被害を軽減するよう努めま

す。 

 

 

  

平成 10 年 9 月洪水による内水被害状況        

 

 

津花川排水機場 
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5.2.2 河川環境の整備と保全に関する事項 

（1） 汽水環境の保全 

これまでの検討・研究成果より、小川原湖の汽水環境には湖の出口付近の湖口マウ

ンド（浅水域）が大きく関係していることが明らかとなっています。このため、湖口

マウンドの形状に影響を与えないように越流形式の放水路拡幅整備を実施するなど、

湖口マウンドの保全につとめます。 

このことにより、現在の小川原湖の汽水環境を維持するとともに、小川原湖の重要

な水産資源であるヤマトシジミの生息地を保全していきます。 

また、小川原湖の塩水挙動モニタリングを実施し、放水路工事の影響による環境の

変化を継続的に調査していきます。 

 

 

図 5.2.6 湖口マウンドの保全を考慮した放水路拡幅形状イメージ 

※放水路の位置については、今後、詳細設計を経て決定するもので、最終的なものではありません 
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（2） 自然な岸辺の再生 

これまで湖岸堤前面が水辺に近い場合は、波浪

による侵食を防止する観点から矢板護岸を施工

してきました。しかし、景観・水質浄化・湖岸の

利便性を向上させるため、現在の矢板護岸前面に

土砂を再利用した置砂を行い、自然の岸辺再生を

図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.2.7 自然な岸辺の再生区域 

現在の岸辺 

 

 
整備後の岸辺 

 

図 5.2.8 自然な岸辺の再生イメージ 

土砂を再利用した置砂に

よる自然な岸辺の再生 

矢板護岸の状況：仏沼地区

※位置や延長については、植生・湖岸の利用

状況により、今後詳細設計を経て決定するも

ので、最終的なものではありません。
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※水文調査：雨、川の水位・流量、地下水位等、水の循環に関する調査 

5.3 河川の維持の目的、種類及び施行の場所 
高瀬川の維持管理については、｢災害の発生の防止｣、｢河川の適正な利用｣、｢流水の

正常な機能の維持｣、｢河川環境の整備と保全｣等の観点から、洪水時や渇水時だけでな

く、平常時から高瀬川の有する機能が十分発揮できるよう、整備した施設の日常の点

検整備に努め、併せて自然環境との調和、市町村等関係機関や地域住民等との連携を

強化し、監視･評価･改善のサイクルにより効率的に以下の維持管理を実施していきま

す。 

・平常時の管理 

・洪水時の管理 

・渇水時の管理 

 

5.3.1 平常時の管理 

（1） 河川調査 

河川管理を適切に実施するためには、河川の状態を適切に把握することが必要にな

ります。このため、水文･水質調査※や河道の縦横断測量、環境調査及び河川巡視など

を継続的･定期的に実施します。 

表 5.3.1 河川巡視(平常時)の巡視内容と頻度 

名 称 巡  視  内  容 点検頻度 

通常巡視 

①川の維持管理の状況把握 

②流水の占用の状況把握 

③土地の占用の状況把握 

④工作物の新築、移築及び状況把握 

⑤不法占用・不法使用者への注意・指導など 

原則 週２回以上 

（その他、出水期前後に

おいても点検を実施） 

 

 

（2） 災害発生を防ぐための管理 

1) 河川管理施設の管理 
① 堤坊の維持管理 

堤防は、洪水を安全に流下させ、流域の人々の生命や財産を守るための重要な施

設であるため、河川巡視･調査等を実施し、常に状態を把握し、必要に応じて適切に

補修等を実施し、堤防の機能の維持に努めます。 

 

・堤防補修 

河川巡視等により確認された堤防変状（降雨や流水による浸食、モグラ穴等によ

る損傷、有害植生の繁茂による法面の裸地化等）を放置した場合、洪水時に堤防損

傷が拡大し、破堤の原因となります。 

そのため、堤防の変状箇所の原因等を究明し、変状状況を評価し、機動的かつ効

率的に補修を実施し、災害の発生を未然に防止します。 
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※不陸整正：道の凸凹を直すこと。  

・堤防除草 

堤防は高瀬川や小川原湖内の流水が河川外に流出することを防止するために設け

られるものであり、堤体の損傷を放置すれば、浸食が拡大し破堤の原因となります。 

そのため、河川巡視等により、堤防の変状を早期に、容易に把握し、堤防の機能

を維持する事を目的に、定期的に堤防除草を実施しています。 

なお、堤防は、高瀬川、小川原湖に近づくための身近なアクセス空間であり、堤

防除草は、アクセスの向上等、河川環境の維持にもつながります。 

   

堤防法面に雑草が繁茂している状態      堤防法面の除草後 

 

・堤防天端の舗装 

堤防天端の舗装は、雨水の堤体への浸透抑制を目的に実施しているものです。 

そのため、堤防の舗装クラック等は、雨水の浸透を助長しないように、適切に補

修します。 

   
舗装前の状況            舗装後の状況 

 

・管理用通路の維持管理 

管理用通路は、日常の河川巡視、洪水時の河川巡視又は水防活動、地震発生後の

河川管理施設点検等のために設けられるものです。 

このため、管理用通路の除草、不陸整正※などの維持管理を適切に行います。 
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② 河道の管理 
河口及び河道の変動、河岸・湖岸の侵食、護岸、根固工等の変状を早期に把握し、

必要に応じて機動的かつ効率的に補修等を実施します。 

 

・河口維持 

高瀬川河口部および高瀬川放水路について、沿岸漂砂の流れが近隣海岸の砂浜に及

ぼす影響の調査研究を行うとともに、情報カメラを利用した継続的なモニタリングを

実施し、河口維持に努めます。高瀬川放水路河口部には新たに情報カメラを設置し、

必要に応じて河口部の土砂撤去を行います。 

  

高瀬川本川河口部 

 

・河道埋塞土砂撤去 

出水により運搬される土砂は、低水路、高水敷、樋管部に堆積します。これらを

放置すれば、流下能力不足を招いたり、施設機能に支障を及ぼすこととなるため、

適正な河道断面を確保し、河川管理施設が常に機能を発揮できるよう河道埋塞土砂

撤去を実施します。 

 

・放水路越流部の維持 

放水路越流部の樹木は、洪水時の流下を阻害する場合があります。このため、樹木

の生長や繁茂の状況を定期的に調査し、必要に応じて樹木の伐採を行います。 
 

・護岸補修 

護岸の損傷を放置した場合、洪水時に護岸が流出し、堤防が浸食されたり、河川

水の浸透水により漏水が発生するなど、堤防の安全性が損なわれる恐れがあります。

したがって、災害発生の未然防止の観点から、早期に護岸の損傷を発見、監視･評価

し、機動的かつ効率的に補修を実施します。 
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・塵芥
じんかい

処理 

出水により発生する塵芥は、湖岸や樋管部に堆積します。これらを放置すれば、

施設機能に支障を及ぼす原因となるほか、環境面にも悪影響を与えます。 
そのため、河川管理施設が常に機能を発揮し、良好な河川環境を維持できるよう

に塵芥処理を実施します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

③ 水門･樋管及び排水機場等の維持管理 
水門ならびに樋管本体及び周辺堤防の変状を把握するため、点検、調査を実施し、

状態を適切に評価し、機動的に補修を実施します。また、ゲート操作に係わる機械

設備及び電気施設についても、点検、調査を実施し、状態を適切に評価し、機動的

かつ計画的に部品の修理、交換及び施設の更新を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開閉器ハンドルの錆（中志第一排水樋管）      開閉器ハンドル補修後 

 

排水機場においては、ポンプの運転に係わる機械設備及び電気施設について、点

検、調査を実施し、状態を適切に評価し、機動的かつ計画的に部品の修理、交換及

び施設の更新を実施します。また、ポンプ設備を収納している上屋についても、点

検･調査を実施し、状態を適切に評価し、機動的に補修を実施します。 

また、出水により運搬される土砂は、樋管部に堆積します。これらを放置すれば、

施設機能に支障を及ぼすこととなるため、河川管理施設が常に機能が発揮できるよ

う埋塞土砂撤去を実施します。 

塵芥堆積状況 塵芥処理後の岸辺 
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2) 危機管理体制の強化 
① 洪水時の対応 

今後、災害等の被害の発生に対して弱者である高齢者が増加することから、洪水の

知識や洪水時の行動などの災害に対する備えについて、周知しておく必要があります。

このため、洪水ハザードマップの普及やホームページを活用した時系列洪水氾濫シミ

ュレーション等を情報発信し、防災や危機管理に関する意識の高揚を図るとともに、

住民自らが自主的な防災活動が行えるよう、定期的な防災訓練を県や市町村と連携し

て実施し、防災意識の啓発に努めます。 

 

  

図 5.3.1 時系列洪水氾濫シミュレーション 

 

② 地震･津波対応 
地震や津波などに対しては、気象庁や県･市町村と連携のもとでの情報の収集及び伝

達の適切な実施と、河川管理施設等の迅速な点検を行い、二次災害の防止を図ります。 

 

③ 水質事故の対応 
水質事故は、件数は少ないものの、毎年発生しており、「高瀬川水系水質汚濁対策

連絡協議会」を活用し、防除活動に必要な資材（オイルフェンスや吸着マット等）の

備蓄を行うとともに、迅速な対応が行えるよう水質事故訓練等を実施します。 

また、事故発生時には流域市町村等協議会を構成する関連機関の連携による早期対

応により、被害の拡大防止に努めます。そのためには、連絡体制と情報提供を一層強

化し、水質事故防止対策の充実を図ります。 
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水質汚濁対策連絡会議の開催状況             オイルフェンス設置訓練 

 

 

3) 水防活動への支援強化 
洪水による被害を軽減するための水防活動は不可欠であり、流域の人々の生命、財

産を守るためには水防団等の役割は非常に重要なものです。 

水害の被害を軽減させるために実施する水防活動は、水防法により市町村が実施す

ることになっていますが、地域の安全の確保のため、国土交通省、自治体、水防管理

団体が連携し、水防活動の充実と関係機関相互の協力体制の維持･拡充に努めます。 

また、平常時から、協議会や水防訓練を定期的に開催し、防災エキスパートの活用

等により防災・危機管理意識の啓発に努めます。 

 

表 5.3.2 水防活動支援一覧表 

対象者 実施内容 頻度 

水防連絡協議会の開催 1 回/年 

重要水防箇所の合同巡視 1 回/年 

情報伝達演習 1 回/年 

水防技術講習会 随時 

水防訓練 1 回/年 

地元水防団 

消防団 

県･市町村 

水防技術経験者 

水防資材の備蓄状況点検 1 回/年 
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表 5.3.3 水防資材倉庫等一覧表 

所管 備蓄所名 所在地 

花切川緊急資材倉庫 上北郡東北町上野南谷地地内 

頭無緊急資材倉庫 三沢市早稲田地内 国土交通省 

津花川緊急資材倉庫 上北郡東北町大浦地内 

十和田県土 

整備事務所 
内蛯沢水防倉庫 上北郡東北町字赤川道地内 

上北町 上北町水防倉庫 上北郡東北町上北南地内 

七戸町 七戸町水防倉庫 上北郡七戸町字影津内地内 

天間林村 天間林村水防倉庫 上北郡七戸町字天間舘森の上地内 

（平成 17 年 10 月現在） 

 

表 5.3.4 水防団組織一覧 

組織名 構成人数 

三沢市水防団 第 17 分団 305 名 

東北町水防団 東北地区第 2 分団 20 名 

東北町水防団 東北地区第 4 分団 20 名 

東北町水防団 東北地区第 6 分団 20 名 

東北町水防団 上北地区第 5 分団 15 名 

東北町水防団 上北地区第 7 分団 15 名 

六カ所村水防団 第 1 分団 19 名 

六カ所村水防団 第 2 分団 27 名 

六カ所村水防団 第 10 分団 12 名 

（平成 17 年 10 月現在） 

 

馬淵川・高瀬川水系合同水防訓練 重要水防箇所の合同巡視 
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4) 洪水ハザードマップの作成支援 
平成 15 年 11 月 28 日告示の水防法に基づく高瀬川浸水想定区域を基に、市町村によ

る分かりやすい洪水ハザードマップの作成・普及が図られるよう支援を行い、また、

ホームページを用いた情報発信を行い、周知・啓発に努めます。 

 

表 5.3.5 高瀬川流域 直轄区間沿川市町村のハザードマップ作成状況 

市町村名 作成状況 備考 

六ヶ所村 H18（予定）  

東北町 ○ 
旧東北町地区について作成 

（2005.3.31 上北町と合併）

三沢市 検討中  

（平成 17 年 10 月現在） 

 

  

図 5.3.2 東北町ハザードマップ      ホームページによる高瀬川 
水系浸水想定区域図の公表 
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5) 河川情報の提供 
河川巡視や雨量、水位、水質等の観測により河川･湖沼の状況を把握するとともに、

地域住民に対し、インターネットホームページや広報出版物等を用いて、情報発信を

行います。発信する情報は、洪水に関するものに限定せず、幅広い情報の提供を心掛

けます。 

 

表 5.3.6 提供する情報 

項目 河川･湖沼に関する情報 

治水 

雨量、水位、流量の観測データ 

洪水と災害に関する情報 

河川工事･調査・管理に関する情報 

環境 

気象・水質の観測データ 

高瀬川･小川原湖の水環境、生物 

レジャースポットに関する情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.3.3 インターネットホームページによる情報の提供 

 

 

（3） 取水管理 

小川原湖の湖水は、農業用水に利用されています。利水者に対しては流量計等の設

置について指導を行い、取水管理の徹底を図ります。 
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※外来生物法：「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律」 

 

（4） 河川空間の適正な保全と利用 

1) 河川空間の管理 
小川原湖では、夏季は湖水浴や広い水面を利用した水上スポーツ、キャンプ、冬

季は氷上でのワカサギ釣り、花火大会のイベントなど、一年を通じて河川空間の利

用ニーズが高く、住民が身近に自然とふれあえる憩いの場として様々に利用されて

います。 

高瀬川ならびに小川原湖の河川空間の保全と利用にあたっては、「高瀬川水系河

川環境管理計画」において拠点整備地区として位置付けられている三沢、上北、浜

台地区周辺を中心に、豊かな自然を備えた水辺空間を活かした、ワカサギ釣りや水

上スポーツ、レクリエーション等の河川利用のための場、自然とのふれあいの場、

環境学習ができる場等として利用を促進するため、広報を行っていきます。また、

河川愛護モニターからの情報提供や河川空間利用実態調査、川の通信簿等を実施し

て地域のニーズに則した河川の保全と利用ができるように適正な管理に努めます。 

また、貴重な動植物の観察の場を維持･保全していくため、動植物の生息地保全が

必要な区域においては、自動車等の乗り入れ規制を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 外来種対策 
河川水辺の国勢調査等によって、動植物の生息･生育状況を把握するとともに、外来

種を持ち込ませないように、広報等により啓発を図ります。 

また、河川管理上支障となる外来種については、除去等の対応を行います。その他、

外来生物法※で指定されている特定外来生物については、必要に応じて関係行政機関

等と連携を図り対応します。 

 

・「川の通信簿調査」の実施 

・安全利用点検の実施 

・河川空間利用実態調査 

・情報提供（パンフレット、ホームページ）

「川の通信簿」点検の様子 河川空間利用に関する情報提供 
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3) 環境教育・自然体験活動の支援 
近年、高瀬川や小川原湖は、小中学校の「総合的な学習の時間」で身近な環境教

育の場としても注目、活用されてきています。平成 16 年 2 月には小川原湖周辺の 4

市町村の小学生による「小川原湖子どもサミット」の開催や、地元小学校・ＮＰＯ

による「小川原湖自然楽校」が開設されるなど、小川原湖や周辺の湖沼群を含む豊

かな自然環境は、環境教育の場としても重要なフィールドとなっています。 

子供たちが高瀬川、小川原湖に親しみ、自然を大切にする心を育てるため、わか

り易い学習教材の作成や提供や、河川管理者による出前講座、体験学習などへの積

極的な協力を実施し、地域と一体となって子供たちの情操教育の推進に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) 河川愛護の啓発 
河川空間の利用は、地域住民の河川に対する愛着を育み、生活に潤いを与えます。 

河川空間の利用を促進させるため、市町村等関係機関や、地域住民等と連携した河川清

掃及び美化等の河川愛護活動の推進を図っていきます。 

・ ホームページやパンフレット等を用いた情報提供を行い、安全で快適な河川・

湖沼の利用環境づくりと河川愛護意識の啓発に努めます。 

・ 河川巡視による不法投棄などの状況把握に努めます。 

・ 市町村等関係機関や地域住民と連携して、悪質な不法投棄者の関係機関への通

報等、不法投棄対策を実施します。 

・ 看板を設置し、河川愛護意識の啓発、普及に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

水環境に関するホームページ 出前講座の実施状況 

漁協による湖岸清掃の状況 水生生物による水質の簡易調査実施状況 
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※1指定水位：各水防管理団体が、水防活動の準備を始める水位 
※2警戒水位：各水防管理団体が、水害の発生に備えて出動し、又は出動の準備に入る水位 
※3危険水位：「洪水予報対象河川」の主要な水位観測所に設定される「氾濫の恐れが生じる水位」 

 
5.3.2 洪水時の管理 

（1） 洪水予報及び水防警報等 

高瀬川は、｢洪水予報河川｣に指定されていることから、洪水予測システムにより出

水の状況を予測し、青森地方気象台と共同で洪水予報の迅速な発令を行うとともに、

青森県や市町村等関係機関に迅速、確実な情報連絡を行い、洪水被害の未然防止及び

軽減を図ります。 

また、水防警報の迅速な発令により、円滑な水防活動の支援、災害の未然防止を図

り、さらに、洪水時の水位や雨量等の情報は、速やかに地域住民や市町村等関係機関

に提供します。 

 

表 5.3.7 高瀬川における水防警報対象観測所および洪水予報基準観測所の状況 

水位観測所名 
水防警報 

対象 

洪水予報 

基準 

指定水位※1

(TPm) 

警戒水位※2 

(TPm) 

危険水位※3

(TPm) 

小川原湖 ○ ○ 0.8 1.0 1.3 

河口 ○ － 0.8 1.1 － 

 

（2） 出水時等の巡視 

出水時の河川巡視を行い、堤防等の河川管理施設や許可工作物の異常について早期

発見に努めます。 

また、震度４以上の地震が発生した場合は、堤防等河川管理施設の迅速な状況把握

に努めます。 

河川巡視の出動指示、状況報告を迅速かつ的確に伝達するために、河川巡視点検シ

ステムを活用し、効率的な巡視に努めます。 

 

表 5.3.8 河川巡視（出水時）の巡視内容と頻度 

名称 巡視内容 頻度 

出水時巡視 

流水の状況把握 

堤防の状況把握 

河岸・湖岸および護岸等の状況

把握 

出水により河川管理施設に被害が

発生するおそれがある場合 

地震時巡視 

堤防、護岸、樋管等の河川管理

施設の亀裂、沈下、崩落等の被

災状況の把握 

震度４以上の地震が発生した場合
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（3） 河川管理施設の操作及び災害復旧 

排水機場や樋管等の河川管理施設の洪水時及び津波警報発令時の操作は、河川水位、

湖水位、雨量等を的確に把握し、操作規則等に則り適正な操作を行います。 

 

表 5.3.9 地震時の操作を必要とする河川管理施設 

区分 施設名称 操作の基準 

水門 市柳川水門 津波警報が発令された場合（予想高さ 2m まで） 

 

 

5.3.3 渇水時の管理 

渇水時における河川環境の保全と取水の安定化等のため、常時水量・水質の監視を

行います。 

渇水時に関係利水者が積極的に情報交換することにより合理的な水利用ならびに河

川環境の保全を図る目的で設立された「高瀬川水系渇水情報連絡会」を開催し、水利

使用の調整が円滑に行われるよう情報の提供等に努めます。 

 

 

高瀬川水系渇水情報連絡会の開催状況 
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5.4 その他河川整備を総合的に行うために必要な事項 
5.4.1 河川環境のモニタリング 

1) 環境モニタリング 
小川原湖の豊かな自然環境を消失させることなく未来へ継承していくために、各専

門分野の学識経験者から指導・助言を受け、経年的な河川の物理環境や動植物の生息・

生育分布の変化などを捉えることを目的とした「河川水辺の国勢調査」等の環境モニ

タリングを実施します。 

また、水質の改善と微汽水環境の維持を図っていくため、湖沼や流入河川の水質に

ついて定期的･継続的なモニタリングを実施します。 

その他、河口部も含めた塩水循環機構の調査や成層期を中心とした貧酸素化現象の

調査を行い、モニタリングおよび研究結果の河川整備や維持管理への反映を図ってい

きます。 

整備にあたっては、河川水辺の国勢調査アドバイザーや河川環境保全モニターの助

言を受け、整備に反映させるとともに、放水路整備においては自然環境の調査を行い

自然環境へ及ぼす影響を最小限に抑えます。 

環境モニタリング調査の実施や環境把握にあたっては、部分的に学校関係者や地域

住民等にも協力をいただきながら進めていきます。調査結果は随時取りまとめ、公表

します。 

表 5.4.1 河川環境に関する調査 

調査項目 調査内容 

水質調査 水質調査 

河川水辺の国勢調査 

魚類調査、底生動物調査、植物調査、鳥類調査、

両生類･は虫類･ほ乳類調査、陸上昆虫類調査、 

河川調査、河川空間利用実態調査 

放水路設置箇所の 

     自然環境調査 

放水路設置箇所の動植物・魚類の把握 

地下水位・塩分濃度のモニタリング 

 

図 5.4.1 水質底質観測地点 

魚類調査の様子

水質調査の様子 
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2) 湖沼水質のモニタリング 
定期的・継続的な水質調査を実施し、富栄養化の状況を把握します。また、汽水環

境の維持管理のため小川原湖内の塩水挙動について調査します。 

湖内の溶存酸素の鉛直分布等を観測することにより、成層期を中心とした貧酸素化

現象を調査します。 

 

3) 動植物の生息・生育環境 
動植物の生息・生育環境として重要な小川原湖の環境を維持・管理していくため

に、汽水環境の形成やヤマトシジミの産卵場として重要な役割を果たしている湖口

部のマウンドと呼ばれる地形や湖内に広がる浅場環境、湿地等水際や移行帯の環境、

及び底質の保全を図ります。 

また、マリモについて、湖内における分布状

況、生育環境等を調査し、その生育環境の保全

に努めていきます。 

 

 

 

 

          

 

 

：マリモ確認地点 

図5.4.2 マリモの分布状況 

小川原湖のマリモ 
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5.4.2 地域との連携 

1) パートナーシップの構築 
河川整備計画を策定し、河川・湖沼の環境を維持・継承していくためには、地域の

人々の参加・協力が不可欠です。 

このため、地域の人々が高瀬川・小川原湖に関心を持ち、意見を交わすことの出来

る体制づくり、地域と河川管理者とのパートナーシップの構築を図っていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 5.4.3 地域と河川管理者とのパートナーシップ 

 

2) 流域一体となった水質の保全 
近年、小川原湖内では富栄養化が徐々に進行しており、小川原湖周辺湖沼群でも水

質が徐々に悪化し、内沼、姉沼などで、アオコの発生が見られるようになっています。 

流入河川においても窒素が増加傾向にあり、流域の生活系負荷量は依然として高い

状態にあります。このため、流域下水道等他事業や青森県及び流域市町村等関係機関

と連携した流域の水質保全対策の取り組みを行います。 

 

5.4.3 河川整備の重点的、効果的、効率的な実施 

本整備計画を重点的に進めるため、効果的かつ効率的な取り組みが必要となります。

新技術等を活用したコスト縮減・事業の迅速化を図り効率的な事業実施を行うととも

に、本整備計画策定後の各種施策等の実施にあたり、計画の進捗状況や社会情勢、地

域の要請等に変化が生じた場合は、計画のフォローアップを行い必要に応じて見直し

を行い効果的な河川整備を実施します。 

そのためには、治水、利水、環境に関する河川整備の目標を念頭に置き、高瀬川の

現状や地域の要望等把握に努め、評価改善を行い地域のシンボルとなる川づくりを常

に目指します。 

  

高瀬川 

小川原湖 

地域の人  々

ＮＰＯ など 

国土交通省  

高瀬川河川事務所  

流域関連自治体  

（2市 4町 1 村）  
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