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１．はじめに

ダム建設は、堤体の築造とそれに伴うダム湖の出現、
付替道路の建設、原石山からの骨材採取等の地形改変
を伴うため、さまざまな形で周辺の自然環境に影響を
及ぼす可能性がある。ダム建設では、環境影響評価法
に基づき、必要に応じて環境影響評価が実施され、環
境影響評価の項目、調査、予測、評価の手法を選定し
た後、調査、予測、評価を実施し、必要に応じて、環
境保全措置の検討を行うこととなる。環境保全措置の
一環として、ダム建設により消失する環境を創出する
観点から、生物の生息空間の創出として、全国のダム
において湿地や池沼等のビオトープが整備されている。

ビオトープについては、地域で活動する団体等と連
携することで環境保全措置がより効果的になるととも
に、人々の交流の場、地域振興、地域の活力を生み出
すことが期待される。また、学校等の環境教育の安全
なフィールドとして、環境教育に活用されることも期

待できる。
一方、ビオトープの経年的な環境の変化を踏まえな

がら、ビオトープの機能が十分に発揮されるよう適切
な維持管理が必要であり、事業が終わった段階が出発
点となる。

本稿では、全国のダムにおけるビオトープ等の創出
環境の事例を整理するとともに、ダム管理者への聞き
取り及び現地視察を行い、整備後のビオトープの現状
及び維持管理についてとりまとめた。

2．ダム事業における創出環境の事例

平成27年から令和元年度の「河川水辺の国勢調査結
果の概要（ダム湖版）（生物調査編）」から、全国のダ
ム事業における創出環境の事例を整理した（表-1〜3、
写真-13 〜 15）。

ダム事業における新たな創出環境については、動植
物の生息・生育空間として沢水等を水源とした湿地や
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池、水路を整備する事例が多く、ダム周辺の公園整備
と併せて行われる事例もみられた。

3．整備後のビオトープの現状

ダム事業において整備された湿地環境、近年計画や
建設事例が増えている流水型ダムで整備された氾濫原
環境を対象に、整備後のビオトープの現状、維持管理
の状況を把握するため、ダム管理者への聞き取り及び
現地視察を行った。

（1）嘉瀬川ダム（湿地環境）
a）嘉瀬川ダムの概要

嘉瀬川ダムは、一級河川嘉瀬川の佐賀県佐賀市に位
置し、洪水調節、流水の正常な機能の維持、かんがい
用水、水道用水、工業用水、発電を目的に、平成24
年に建設された多目的ダムである。

ダム建設に伴う保全措置として、音無地区において、
湿地環境に生息、生育する生物群集（両生類、爬虫類、
昆虫類、植物等）及び湿地と樹林等の他の環境を相互
に利用する生物群集の生息・生育の場を創出するため、
湿地環境の整備が実施されている。

写真-1 中央の池の状況

写真-2 水田跡地の状況

b）聞き取り及び現地視察の結果
・土砂の流入

現地では、平成30年7月豪雨により、整備されたた
め池とせせらぎ水路に土砂が流れ込んでいた。また、

聞き取りによると出水に伴う畦の崩壊があった。ダム
周辺の湿地整備にあたっては、山地からの流水を利用
することが多く、一般的に山裾に配置されるため、出
水時には土砂流入のリスクが高まることに留意する必
要がある。
・イノシシによる被害

湿地等の柔らかい土壌環境においては、多数のイノ
シシのぬた場がみられた。特に湿性植物や水生植物を
移植している場合は、イノシシによる被害を想定して
おく必要がある。
・除草等の維持管理

聞き取りによると、除草は通路の一部を対象とする
ほか、河川水辺の国勢調査等の際に実施されており、
管理範囲が広いこと等が課題とされている。

写真-3 土砂の流入状況（せせらぎ水路）

写真-4 未除草の通路（旧水田）

（2）西之谷ダム（氾濫原環境）
a）西之谷ダムの概要

西之谷ダムは、二級河川新川の鹿児島県鹿児島市西
別府町に位置し、洪水調節を目的に平成25年に完成
した治水専用ダムであり、通常時は水を貯めない流水
型ダムである。洪水調節方式は、ゲート操作のない自
然調節方式である。

西之谷ダムでは、洪水調節容量の確保のため貯水池
の掘削が実施されており、貯水池については、地域住
民や学識経験者と整備計画や完成後の利活用について
協議を行い、景観や自然環境に配慮した環境を創出し
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ている。貯水池には、氾濫原環境として、里山をイメー
ジした棚田型湿地、たまり、クリークを整備し、多様
な動植物の生息、生育環境が創出され、自然観察や憩
いの場となっている。

写真-5 貯水池内の湿地の状況

写真-6 棚田の状況

b）聞き取り及び現地視察の結果
・土砂の流入

現地では、令和2年7月豪雨により、ダム堤体の放
流口付近に流木やゴミ、土砂が堆積し、堤体付近には
流水が貯まっていた。また、貯水池左岸側の湿地とク
リークには、土砂の堆積がみられた。

貯水池内のクリークや池には、河川水と斜面からの
沢水が流入していた。一方で、湿地箇所では乾燥化が
みられ、出水時の洗堀による流路の変動や土砂流入等
によるものと考えられた。
・遷移に任せた維持管理

聞き取りでは、流入土砂の撤去や乾燥化への対応等
は実施せず、貯水池内の湿地環境に対する維持管理は
行っていない。整備後は除草等も含めた管理や補修等
は行わず、遷移に任せた環境に期待するという基本コ
ンセプトについては、生態学的な観点に加え、維持管
理コスト面からも利点があると考えられる。

（3）アザメの瀬（松浦川）（氾濫原環境）
a）アザメの瀬の概要

松浦川は、その源を佐賀県武雄市山内町青螺山に発

し玄界灘に注ぐ、流域面積446㎢、幹川流路延長約47
㎞の1級河川である。松浦川では、氾濫を許容し下流
域への洪水量の低減も図れる治水対策を実施すること
とし、アザメの瀬再生事業として、河川沿いのアザメ
の瀬地区の水田を氾濫原としての機能を持つ湿地を再
生した。

アザメの瀬は、佐賀県唐津市相知町に位置し、面積
約6ha、延長約1,000m、幅約400mを有し、大きさの
異なる池、その周りの湿地、クリーク、棚田からなる。
b）聞き取り及び現地視察の結果
・冠水の影響

松浦川の水位上昇で年に複数回冠水しており、現地
では木製の観察デッキの泥や、湿地内の倒木、樹木へ
のゴミの付着等がみられた。
・関係機関で区分した維持管理

写真-7 土砂の堆積による流水の貯留状況

写真-8 貯水池左岸側の土砂の流入状況

写真-9 アザメの瀬全景と説明パネル
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除草等については、樹木の剪定も併せて年に複数回
実施されている。作業区域と作業内容により関係機関
で作業と費用を分担している。

環境学習センターについては、関係機関において共
同で管理している。現在は、国、NPO法人アザメの会、
九州大学等で利用している。
・アザメの瀬の特徴

河川氾濫原において湿地を再生、整備する事例は
国内でもみられ、特にアザメの瀬の事例においては、
NPO法人アザメの会と関係性が注目される。湿地を
長期的に維持管理していくためには、地域住民、学校
等の教育機関等との協働が重要とされており、アザメ
の瀬の活動は、参考となると考えられる。

4．おわりに

ダム管理者への聞き取り及び現地視察の結果、ビオ
トープでは、土砂の流入、イノシシによる被害や維持
管理の方法に課題がみられた。

ダム事業におけるビオトープ等の創出環境の事例で
は、整備内容のほか、維持管理、モニタリング調査、
環境保全措置の効果検証等の報告が比較的多く存在す
る。ビオトープ等の創出環境については、これらの事
例から新たな情報を収集し、最適な方策を検討するこ
とが望ましいと考えられる。

また、ダム貯水池内における湿地整備が行われてい
る西之谷ダムの事例では、遷移に委ねた管理が基本コ
ンセプトであり、皆川によれば「氾濫原依存種の重要
な生息場となり、氾濫原依存種保全の一ツールと成り
うる可能性がある」とされている。氾濫源での湿地整
備が行われたアザメの瀬における維持管理手法等の情
報も踏まえて、今後増加すると考えられる流水型ダム
の貯水池内における湿地整備の検討が進むと考えられ
る。
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写真-10 上池の状況

写真-11 クリークの状況

写真-12 木製の観察デッキ
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表-1 ダム事業における創出環境の事例（1）

写真-13 ダム事業における創出環境の事例（1）

ダム名 

（地整名） 
地点名 概要 ダム名 地点名 概要 

留萌ダム 

（北海道） 

造成池、造成

湿地 

貯水池周辺に緩やかな凹地を

造成し、湿性植物や水生昆虫、

両生類等の生息環境となる小

さな池や湿地の整備を行って

いる。 

摺上川ダム

（東北） 

名号親水公園 ダム建設時に整備された箇所

で、湖岸に面した平坦から緩

傾斜地となっており、ビオト

ープとして小さな池が造成さ

れている。 

忠別ダム 

（北海道） 

フクロウ池及

び水路 

水鳥（アカエリカイツブリな

ど）の休息場・採餌環境の創出

を目的として造成された人工

池で、ノカナン沢川等の沢水を

水源としている。 

七ヶ宿ダム

（東北） 

自然休養公園 ダム湖左岸に造成された公園

で、植栽木と背の低い草地が

みられ、公園内には水路が整

備され、ダム湖内と繋がって

いる。 

漁川ダム 

（北海道） 

ダム湖岸 水位変動により湖岸の状況が

大きく変化し、干出時にヤナギ

やサリカ等の湿性及び乾性植

物が芽吹いている。 

森吉山ダム

（東北） 

トンネル 人工トンネルであり、コウモ

リ類の利用促進のため、とま

り場や遮光幕などを設置して

いる。 

胆沢ダム 

（東北） 

大平野湿地 ダム建設に伴い消失する湿地

の代替措置として造成された

池を中心に整備された湿地で、

沢水を水源としている。 

玉川ダム 

（東北） 

戸瀬公園 ダム湖上流端に整備された公

園湿地帯である。玉川本川か

らの流入や山地からの細流の

流入のほか、ため池などの小

止水域が豊富にある。 

釜房ダム 

（東北） 

みちのく公園 みちのく自然共生園として整

備されている。 

長井ダム 

（東北） 

人工池 保全措置として両生類の繁殖

場の整備及び移植を実施した

人工繁殖場（人工池）が存在

し、沢や道路沿いにはヘビ類

の生息環境整備として石積み

が施工されている。 

三春ダム 

（東北） 

蛇石ビオトー

プ 

ヨシ群落内に小水路や木道が

あり、水生植物が植栽されてい

る。 

月山ダム 

（東北） 

ノコトぶな公

園 

原石山跡地に整備された人工

の公園である。ブナを中心に

アカシデ、オオヤマザクラ、

トチノキ等が植栽されてい

る。人工的な水路や池もある。

留萌ダム 忠別ダム       漁川ダム       胆沢ダム 

釜房ダム 三春ダム       摺上川ダム      七ヶ宿ダム 

森吉山ダム 玉川ダム       長井ダム       月山ダム 
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表-2 ダム事業における創出環境の事例（2）

写真-14 ダム事業における創出環境の事例（2）

ダム名 

（地整名） 
地点名 概要 ダム名 地点名 概要 

奈良俣ダム 

（関東） 

湿地 建設発生土処理場跡地に造成

されたビオトープで、常時満水

位より約 2ｍ程度低く掘り下

げて池や湿地が出現するよう

に整備されている。 

長島ダム 

（中部） 

大樽公園、せ

せらぎ水路 

大樽公園は、公園内に設けら

れた 2 つの人工池である。せ

せらぎ水路は、渓流を模した

50ｍ程の水路である。 

荒川調節池 

（関東） 

池 水位変動域～水際以外の湖岸

部に整備された人工の自然創

造池である。 

新豊根ダム

（中部） 

トンネル ダムサイト直下右岸側にある

ダム建設時に掘られたトンネ

ルで、幅は 3m、高さは 5m程度

である。 

横川ダム 

（北陸） 

吐水ふれあい

生物村 

ダム建設に伴い、環境創出箇所

として整備されたビオトープ

であり、ため池等の湿地を有す

るほか、ヤナギ等の低木林が植

栽されている。 

大滝ダム 

（近畿） 

白屋集落跡地 白屋集落の跡地で、企業の森

として植樹が行われている。

大川ダム 

（北陸） 

若郷湖東公園 人工的に整備された公園に整

備された水路で、かつては、ホ

タルの復元が行われた場所で

ある。 

尾原ダム 

（中国） 

オオサンショ

ウウオ道 

オオサンショウウオを保護・

移動し、保全措置として堰を

越えるためのオオサンショウ

ウオ道が設置されている。 

大町ダム 

（北陸） 

池、水路等 魚類の産卵場として、両岸が岩

石と砂礫による盛り土で形成

された人工の緩流・静水域で、

流水は右岸側の沢水を利用し

ている。 

志津見ダム

（中国） 

魚道 ダム事業に伴う建設発生土受

入地点であり、地形改変にあ

たり、オオサンショウオの生

息に配慮した魚道が整備され

ている。 

手取川ダム 

（北陸） 

浮島 ダム湖内に設置された浮島で、

水辺の植生帯の創出に加えて、

生物の新たな生息空間を提供、

水質保全（水質浄化）等を目的

としている。 

土師ダム 

（中国） 

生態湿地公園 ダム湖岸に設けられた人工溜

池群で、高低差をつけた大小 7

つの池から形成されている。

奈良俣ダム 荒川調節池       横川ダム       大川ダム 

大町ダム 手取川ダム      長島ダム       新豊根ダム 

大滝ダム 尾原ダム       志津見ダム      土師ダム 
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表-3 ダム事業における創出環境の事例（3）

写真-15 ダム事業における創出環境の事例（3）

ダム名 

（地整名） 
地点名 概要 ダム名 地点名 概要 

灰塚ダム 

（中国） 

知和ウェット

ランド 

日本最大の人工湿地であり、沼

沢地、谷戸、沿岸帯、堰堤湖に

区分され、多様な環境が形成さ

れている。 

嘉瀬川ダム

（九州） 

音無湿地 ダム湖上流左岸に整備された

湿地である。沢水を水源とし

ている。 

苫田ダム 

（中国） 

湿地環境 ダム湖上流端付近の緩傾斜地

に整備された人工湿地と、それ

に連続する樹木が植栽された

造成法面である。 

竜門ダム 

（九州） 

竜門キッズの

森 

駐車場、ヘリポート等があり、

市民団体等により森づくり活

動が行われている。平成 16年

には植樹会が開催された。 

八田原ダム

（中国） 

植生浄化施設 流入河川の水を導水し、セイタ

カヨシが植栽された区画内で

水質浄化を行う、植生浄化施設

である。 

西之谷ダム

（ 鹿 児 島

県） 

貯水池 濫原環境として、里山をイメ

ージした棚田型湿地、たまり、

クリークを創出した。 

弥栄ダム 

（中国） 

大根川公園 既存の樹木を利用した昆虫の

森（コナラ林やクヌギ林）の整

備がされている。 

大保ダム 

（沖縄） 

湿地 水没する湿地環境の保全措置

として整備された復元湿地で

あり、池とそれを囲む緩斜面

から構成されている。 

富郷ダム 

（四国） 

まつの自然広

場 

建設発生土処理場跡地にため

池と水路を整備し、水生植物を

植栽している。沢水を水源とし

ている。 

羽地ダム 

（沖縄） 

湿地 ダム下流に造成された湿地環

境である。羽地大川本川とは 2

本の水路で接続されている。

中筋川ダム

（四国） 

トンボ池、ホ

タル池 

トンボ及びホタルの生息環境

を創出することを目的として

造成された人工池である。 

漢那ダム 

（沖縄） 

第二貯水池 低層湿地になっていた放棄水

田を、湿地環境の復元・創出

を目的に整備した。 

巨勢川調整

池 

（九州） 

造成水路 メダカ等の在来種に配慮して

造成された貯水池につながる

流水水路である。 

金武ダム 

（沖縄） 

湿地 湿地環境が消失したため、整

備された湿地（ヨシ等の湿性

植物）である。 

厳木ダム 

（九州） 

スポーツ公園

トンボ池 

原石山跡地のスポーツ公園に

造成された池で、底面はコンク

リート、側面は岩からなり、沢

水が流入している。 

－ － － 

  灰塚ダム  苫田ダム 八田原ダム     弥栄ダム      富郷ダム 

  中筋川ダム 巨勢川調整池 厳木ダム      嘉瀬川ダム      竜門ダム 

  西之谷ダム 大保ダム 羽地ダム       漢那ダム      金武ダム 
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表-4 聞き取り内容（嘉瀬川ダム）

表-5 聞き取り内容（西之谷ダム）

表-6 聞き取り内容（アザメの瀬）

項目 聞き取り内容 

1. 除 草 等 の 方

法・頻度 

・地元の方にフェンス沿いや通路の一部の除草をお願いしている。 

・湿地内の維持管理としては、ガマの根切りを、管理支所のダム維持管理作業の中で実施している。手を

入れないと数年でガマが水面を覆う。 

2.現在の維持管

理 

・湿地内の中央の池から嘉瀬川ダム湖に放流しており、池の水位は調節できない。 

・河川水辺の国勢調査では、音無地区も調査対象になっており、モニタリング調査の際に除草等の作業が

実施されている。 

・現在は、植物の移植場所を対象とした管理は行っていない。 

3.今後の維持管

理 

・河川水辺の国勢調査業務において、本地区の維持管理計画が検討されており、草刈り、掘削、泥揚げ等

を試験的に実施している。 

4.管理上の問題、

課題等 

・平成30年7月豪雨による出水で、上流から土砂が流れ込んでいる。学習の場として利用してきたせせら

ぎ水路も土砂で埋まっている。 

・イノシシへの対策は、今のところ講じていない。 

・移植した植物が想定以上に繁茂していることから、定期的な維持管理が必要である。

・定期的に観察会等を実施することで、維持管理の必要性等への意見が上がると考えられる。

・出水により排水路が閉塞し越流することで、イノシシの掘り返しにより弱くなった畦が崩壊している。

・湿地の維持管理に係る地域連携を図るためには、事業当初より長期的な視点で維持管理の方針を検討し

て関係者間で協議を積み重ねていくことが重要である。 

項目 聞き取り内容 

1. 湛水域内の

池・湿地の状

況と管理 

・令和2年7月豪雨により、放流口付近に流木やゴミが溜まったため、通常の底面から5ｍ程度の土砂が堆積

している。このような状況は、ダム運用以降で初めてである。 

・令和2年7月豪雨により左岸側の斜面から貯水池内に土砂が流入し、直下の湿地とクリークが埋まった。

・流入した土砂を除去する予定はない。当初から氾濫を想定していたので、遷移に任せている。 

2. 除草等の方

法・頻度 

・除草は、年に複数回実施している。ダムの周辺のみで、貯水池内での除草は行っていない。 

3.棚田の状況と

管理 

・斜面から流水を導水している。施工時にダム周辺の土壌を客土して以降、除草等や設備の維持管理は行

っていない。 

4.生物（重要種

や外来種）の

生育・生息 

・貯水池の上流にある湿地を保全しており、重要な種が確認されている。 

・着工前に重要な植物を移植しているが、現在もモニタリング調査で生育が確認されている。 

・特定外来生物のうち、ナルトサワギク、オオキンケイギク等の植物は現地調査時に除去している。貯水

池の上流側の池にホテイアオイが繁茂することがあり、除去したことがある。 

・イノシシの獣害が酷くなっているが、進入防止柵の設置等の対策は難しい。 

5.調査研究、自

然観察会等 

・動植物のフォローアップ調査を実施しており、令和3年度以降も調査を行う予定である。 

・鹿児島大学主催の自然観察会が行われている。 

6.地元住民の参

加や利用 

・地元住民で構成されるワークショップの定例会合に出席し、この会議での意見を維持管理等に反映して

いる。 

項目 聞き取り内容 

1.ため池の管理 ・ため池は、アザメの瀬自然再生事業として整備したものではなく、管理は地元住民が行っている。

2.除草等の方

法・頻度 

・除草は、樹木の剪定も併せて年に複数回実施している。作業区域と作業内容により関係機関で作

業と費用を分担している。 

・国が委託する除草については、リサイクルしている。 

3.池、湿地、遊

歩道、観察デ

ッキの管理 

・松浦川の水位上昇で年に複数回冠水しており、その度にゴミ漂流や倒木、土砂堆積等が発生して

いる。冠水後の泥やゴミ等の撤去作業は必要に応じて実施している。

4.環境学習セン

ターの利用 

・環境学習センターは、関係機関において共同で管理している。国、アザメの会、九州大学等で利

用している。 

5.生物（重要種

や外来種）の

生育・生息 

・生物調査により、重要種や外来種の生育・生息状況を把握している。 

・重要種の生息・生育場所で工事を要する場合、保護のための対策を講じている。 

・外来種の生息は把握しているが、被害は未確認であり、防除等の対策は実施していない。 

・獣害については、イノシシの進入は確認しているが、作物がないため被害はない。 

6.調査研究 ・現在も大学から環境学習の指導等を受けている。 

・自然解説モデルについては、標本等を学習センターに展示のほか、アザメの瀬の生き物図鑑（九

州大学編著）を配布している。 


