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相模川では、ダムなどにおいて、土砂の堆積が進む一方、河川や海岸においては、昭和３０年代までに行
われた砂利採取の影響もあり、河床の局所的な低下や砂浜の侵食など、様々な課題が顕在化してきました。
こうした課題に対し、土砂発生域、ダム、河道域、河口・海岸域の関係者が連携して、各領域の特性を踏ま
えた災害の防止、生態系・景観等の環境保全、適正な利活用など、総合的な土砂管理を推進するため、「相
模川流砂系総合土砂管理計画」を国、神奈川県及び山梨県の関係機関で構成する「相模川流砂系総合土砂管
理推進協議会」において、平成２７年１１月に策定しましたので、その概要について以下にご紹介します。
キーワード 総合土砂管理、流砂系、横断工作物、海岸侵食

１． 総合的な土砂管理に対する取り組み
山地などの土砂発生域、河道域、河口・海岸域で起こ
っているダムの堆砂、河道の二極化・樹林化、海岸の侵
食、環境の変化などの土砂に関する問題が健在化してき
ており、時には、災害につながる恐れもあります。
こういった問題は、それぞれの領域の管理者が対策を
行うだけでは十分でなく、影響が及ぶ流砂系全体の問題
として捉え、適切な対策を実施する必要があることから、
関係機関が連携し総合的な土砂管理を行っていく必要が
あります。

して「昭和30年代前半の相模川をめざす」としました。
その後、平成15年から市民・学識者・関係機関・行政
機関からなる「相模川川づくりのための土砂環境整備検
討会」（以下、検討会）を設置し懇談会での提言を踏ま
えて、相模川の健全な土砂環境を目指した取り組みの実
施方針の提案及びその対策効果の検証などを議論してき
ました。

２． 相模川流砂系のこれまでの取り組み
私たちの暮らしを支え、守るために相模川に様々な施
設（砂防施設、ダム、堰、頭首工等）を建設してきまし
たが、一方で、ダムなどにおいて土砂堆積が進み、河川
や海岸においては、昭和 30 年代までに行われた砂利採
取の影響もあり、河床の局所的な低下や砂浜の侵食など、
様々な課題が顕在化してきました。
こうした課題に対し、土砂発生域、ダム、河道域、河
口・海岸域の関係者が連携して、各領域の特性を踏まえ
た災害防止、生態系･景観等の環境保全、河川・海岸の
適正な利活用など、相模川流砂系の総合的な土砂管理を
推進するため、の取り組みを行ってきました。
平成13年から健全な土砂環境を目指した取り組みを行
うため、市民・学識者・関係機関・行政機関からなる
「相模川水系土砂管理懇談会」（以下、懇談会）を開催
し、「相模川の健全な土砂環境を目指して（提言書）」
（以下、提言書）を平成15年にとりまとめました。
提言書では、相模川流砂系のあるべき姿のイメージと

図１．これまでの取り組み

３． 相模川流砂系総合土砂管理の策定
平成 27 年２月に、相模川の健全な土砂環境を目指し
た対策の実施主体（国土交通省、山梨県、神奈川県）が
「相模川流砂系総合土砂管理推進協議会」（以下、協議
会）を設置し、これまでの取り組みや検討会での意見を
踏まえ、「相模川流砂系総合土砂管理計画」（以下、総
合土砂管理計画）を平成 27 年 11 月に策定しました。
本計画では様々な課題の中でも、ダム建設や砂利採取
などによる人為的な行為の影響により顕在化し、今後も
進行すると考えられる土砂移動の時空間的不連続性に起
因した問題を重点課題として具体的な目標を掲げ、連携
した対策を実施するとともに、現状で土砂移動現象及び
影響の程度の解明が十分でない問題については、試行も
含め対策を実施し、モニタリングを行い、その解明に努
めるとともに、効果的かつ実効性のある対応策を各機関
が連携を図り行っていくことを計画として位置づけたも
のです。

図３．総合土砂管理計画の構成
４． 相模川流砂系の現状と課題
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土砂発生域では、土石流危険箇所が流域の広範囲に見
られることから、土砂災害を防止するため砂防堰堤の整
備を進めています。
ダム域では、ダム集水域が流域面積の約８割を占め、
ダム上流で発生した多くの土砂がダムに堆積しているこ
とから、継続的な浚渫が必要となっており、浚渫費用や
土砂の処分先の確保が課題となっています。
河道域には、多くの河川横断工作物が設置されており、
縦断的な土砂移動の不連続、河道の二極化や樹林化、土
丹の露出等が生じています。また、ダム等による流況の
変化により水生生物の生育環境変化や礫河原の減少が生
じています。
河口・海岸域では、昭和 30 年代に盛んに実施された
砂利採取とダム建設等による河道域からの土砂移動量の
減少のほか、漁港の建設などの影響もあり、急激に河口
砂州が河道内に後退するとともに相模川河口東側の海岸
線が著しく後退しました。特に柳島地区の海岸では、昭
和４０年代頃まで約 60m 程度あった砂浜が平成初期には
大きく後退し、レクリエーション等の海岸利用に大きな
影響を与えました。海岸侵食防止のため、ヘッドランド
や消波堤等の構造物による対策に加え、現在、養浜を継
続的に実施していますが、海岸線はやや後退する傾向に
あります。
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図２．相模川流砂系の領域区分

図４．平成 23 年台風 12 号で生じた深層崩壊
（山梨県大月市）

図８．海岸汀線の変化
図５．相模ダム浚渫の実施状況
５． 総合土砂管理の方向性と目標

図６．河川横断工作物（磯部頭首工）
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様々な課題がある中でも、ダム建設や砂利採取などに
よる人為的な行為により顕在化し今後も進行すると考え
られる土砂移動に係る問題を重点課題として位置づけ、
具体的な目標を設定しました。
重点目標➀：茅ヶ崎海岸（柳島地区）の侵食防止
●短期的には、相模ダム等の堆積土砂を相模川
を通じて活用し、維持養浜量（毎年 10,000m３実
施中）の軽減を図る。
●中長期的には、維持養浜を必要としない程度
にまで相模川河口から相模湾に向かって海岸構
成材量が還元される状況を構築する。
重点目標②：河道内の土砂移動の極端な不連続性の是正
●磯部頭首工及び磯部床止めによる洪水流の集
中とそれに伴う下流河道の深掘れ、河床の縦断
的不連続による土砂移動の不均衡を是正する。
●本川中流部のダム（相模ダム等）における海
岸構成材料の移動阻害を緩和する。
その他の土砂移動と関わりのある課題に対して、目指
すべき姿の具体化及び発生の原因とその影響の程度を解
明し、関係機関で連携して以下の保全に努めます。
➀相模湾有数の河口干潟環境の保全
②魚類等の水生動物の生息場の保全
③河原系植物の生育に適した礫河原の保全・回復
➃山間渓流環境の保全
６． 総合土砂管理対策

図７．磯部頭首工及び磯部床止め周辺の状況

設定した目標に対して以下のとおり対策を位置づけま
した。
① 茅ヶ崎海岸（柳島地区）の侵食対策
柳島地区への養浜量を減らすため、相模ダム等の堆積
土砂を活用し、河道域から河口・海岸域へ土砂還元量
（置き砂量）を増加させ、短期的には現在実施している

毎年 1 万 m３の維持養浜量を軽減し、中長期的には継続
的養浜の解消を目指します。

表 12．土砂管理対策一覧

図９．養浜の実施

赤枠で表示する主な実施項目については、次項で取り
組み状況を示します。
７． 総合土砂管理計画に位置づけた主な対策の
検討状況
図 10．土砂還元（置き砂）による還元量の増量
② 道内の土砂移動の極端な不連続性の是正
磯部頭首工および床止めの河川横断工作物を改築し、
洪水流の集中と河道の深掘れ、河床の縦断的不連続によ
る土砂移動の不連続性を是正します。

●相模ダム等の堆積土砂の河道域への還元量の増量
（実施主体：神奈川県）
これまでの土砂還元を継続して実施し（約 5,000m３/
年）、蓄積したモニタリングデータを基に土砂還元の取
水施設や環境などへの影響を評価し、場所や量を検討し
関係者と調整した上で、増量を図っていきます。
表 13．これまでの置き砂実績（神奈川県）

図 11．磯部部頭首工・床止めの改築
その他、相模湾有数の河口干潟環境の保全、魚類等の
水生動物の生息場の保全、河原系植物の生育に適した礫
河原の保全・回復、山間渓流環境の保全に向け、流砂系
で連携し必要な対策を図っていきます。また、現状で土
砂移動現象及び影響程度の解明が十分でない問題につい
ては、試行も含め対策やモニタリングを実施し、現象の
解明に努めるとともに、効果的かつ実行性のある対応策
を関係機関が連携して実施していきます。

●茅ヶ崎海岸（柳島地区）への相模ダム堆積土砂による
養浜（実施主体：神奈川県）
当面は、これまでの養浜を継続して実施し、土砂還元
の増量に伴う効果を確認しながら、養浜量の軽減を検討
して行きます。

表 14．これまでの養浜実績（神奈川県）

図 16．平成 26 年のデータによる土砂収支

●河道域への土砂還元量の目標設定
～河口域周辺の土砂動態メカニズムの解明～
（実施主体：京浜河川、神奈川県）
柳島河岸の侵食を防止し、養浜量の軽減を図るために
必要となる河道域への必要土砂還元量の目標を設定する
には、まずは河口域周辺の土砂動態メカニズムを解明す
る必要があります。
具体的には、河川から洪水で流出した土砂は、河口テ
ラスに堆積した後、沿岸漂砂により周辺海岸域に運搬さ
れますが、どの程度の割合が海岸域（柳島地区）に定着
するかについて確認する必要があります。

図 15．河口・海岸域の土砂動態イメージ
精度良く海浜地形を把握できるナローマルチビーム測
量の結果を用いて、平成 26 年の河口～海岸域における
土砂変化量を算定し、土砂収支を算定しました。
その結果、河口域（砂州～テラス）から海岸の流出土
砂量 1.2 万 m３に対して茅ヶ崎海岸では 1.1 万 m３の堆積
となり、東向きの沿岸漂砂が卓越していると考えると、
概ね土砂収支は整合していることを確認しました。
今後は精度の高いナローマルチビーム測量の結果を基
本として、河口から海岸域の土砂収支のデータを蓄積し、
土砂動態メカニズムを把握し、土砂管理目標を達成する
ための「河川から河口域への土砂供給の必要量」、「河
道域への土砂還元量」の目安を設定していきます。

●より効率的な土砂還元手法及び実施の検討
（実施主体：京浜河川、神奈川県）
河川への土砂還元は、総合土砂管理の有力な手法です
が、その効果や影響を定量的に評価する方法が十分に確
立されているとは言えません。
相模川には、頭首工などの取水施設が多数あり、置き
砂により取水障害となる可能性も考えられることから現
在は、影響が少ない座架依橋下流で実施されています
（図 17）。
しかし、ダム堆積土を有効活用する場合は、なるべく
ダムに近い上流で置き砂をすることが効率的であること
から、平面二次元河床変動解析により取水施設に影響の
少ない候補地を検討しました。
検討の結果、取水口付近での顕著な土砂の堆積傾向は
確認されませんでした。
今後、置き砂実施主体である神奈川県と上流域での置
き砂の実現可能性について協議していきます（図 18）。
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８． 今後の課題・検討事項
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図 17．相模川の工作物と置き砂位置

図 18．置き砂による河床変動の変化量

今後の課題・検討事項を以下に示します。
●河口海岸域における土砂動態メカニズムを解明し、河
道域からの土砂供給量の目標設定を行っていきます。
●効率的な土砂還元手法について、関係機関と調整し実
現に向けて検討していきます。
●各種モニタリングを実施し、検討会等での意見を聞き
ながら対策実現に向け検討していきます。
●磯部頭首工及び床止めの改築については、神奈川県と
連携し検討を行っていきます。
●流砂系で連携し実施するその他の対策については、モ
ニタリングにより状況確認を行いながら、環境などの
保全・再生に努めます。
●総合土砂管理計画について５年に１回程度又は、大き
なインパクトの発生時に再確認を行い、必要に応じて
計画の見直しを行います。
●置き砂の事例として、大きな粒径の置き砂実施事例は
他河川ではありますが、相模川のように海岸を構成す
る細かい粒径の砂を置き砂している事例はほとんど無
く、知見が不足しています。
実施にあたっては、取水施設への堆砂やアユの生息環
境への影響に配慮しながら検討していく必要があり、
堰管理者、漁業関係者との合意形成を図ることが、大
きな課題となっています。
●置き砂などの土砂供給の増量を図った場合、解析上
はどの程度の土砂が河口に到達するか、算出すること
が出来ますが、実際の到達土砂量（置き砂の効果）を
どのように把握し、管理していくかが検討課題となっ
ています。
また、海岸域での土砂動態は複雑な海流の影響を受け
ることから、長期的なスパンでデータを収集し、解析
を行っていきます。

