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 大規模土砂災害で発生した天然ダムの防災対応技術力は経験によるところが大きいが大規模

土砂災害の発生が少ないため、防災対応技術力向上が課題となっている。本稿は、山間部の普

通河川上流で平成２５年５月に出現した湛水池に対し、札幌開発建設部が実施した『土砂災害

対応訓練』の概要と訓練で把握された課題について報告するものである。 
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1.  はじめに 

 平成２３年５月の土砂災害防止法の改正により、河道

閉塞に伴う天然ダム（土砂ダム）や火山噴火に伴う土石

流などの大規模な土砂災害が発生した場合、事業実施区

域に限らず国が緊急調査を実施することが位置付けられ

た。このため、札幌開発建設部では平成２４年度から緊

急調査を想定した各種の監視・観測機器の導入すると共

に、大規模土砂災害監視システム設置訓練を実施してお

り、概要を佐々木らが報告 1) している。 

本件は、平成２５年５月に山間部の普通河川上流に降

雨と融雪に起因した土砂災害により出現した湛水池を訓

練フィールドとしている。湛水池は、天然ダムが形成さ

れた土砂災害現場と共通する特徴があり、災害発生現場

に近い条件下で実施した現地訓練の概要と、訓練により

把握された課題について報告する。 

 

2.  訓練フィールドの状況 

(1) 普通河川 

 写真-1に示すとおり、訓練フィールドである湛水池は、

普通河川上流部にある。湛水池の下端の右岸は昭和５２

年まで行われていた炭鉱の選炭場で発生したズリを堆積

したズリ山で、左岸は山地となっている。湛水池上流か

らの流水は、ズリ山からの土砂流出による流下阻害を回

避するため、過去より治山堰堤下流 20m付近でコルゲー

ト管（径 1.5m）に流入し、300mほど下流で河川へ再合

流している。この管は、採炭を行っていた会社が昭和２

５年頃に整備したと思われ、ルート・構造等は不明であ

った。コルゲート管流出口からは開水路となり約 650m 

流下して北海道管理河川に合流している。合流部には、

キャンプ場・観光施設・公園等があり、付近に道道、市

営住宅、診療所等が整備されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-1 訓練フィールドの状況 

 

(2) 湛水池 

 市の調査では平成２５年５月５～６日の降雨と融雪に

よる山地等からの土砂流出でコルゲート管流入部の埋没、

管路の閉塞が発生したことで、流入部上流のズリ山と山

地に囲まれ窪地となっていた場所（旧川跡）に雨と融雪

水が流入し湛水が始まったと推測されている。その後、

湛水池では、湛水が進み湛水池からの越流が確認された。 
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当初、湛水池は、地形図から水深 8m・湛水量 20万㎥

程度と推測された。また、非常に不安定な土砂（ズリ

等）が堆積した場所で、湛水池の決壊や山地の崩壊が発

生すると大規模な土石流が発生し下流の北海道管理河川

や観光施設等に被害がおよぶ可能性があると考えられた

ことから、市では災害防止のための対応を講じてきてい

る。 

 

(3) 湛水確認後の市の対応 

 湛水池とともに、既設護岸の損壊状況を確認した市は、

融雪による災害として関係機関に状況を報告し、災害復

旧に向けて協議等を開始した。また、融雪による土砂流

出により大量の土砂堆積が生じた普通河川下流部では、

二次災害防止のため、土砂の流出を防止する土のう設置

したほか、下流のキャンプ場、観光施設等への立ち入り

禁止区域を設定し、市ホームページ、ツイッターで住民

に周知を図った。 

 また、湛水池に至る進入路が無く重機が入れないため

作業道設置に関する調査・検討や、日々、目視による湛

水池の水位監視、湧水量の変化把握等を行っている。 

その後調査・検討が進み、湛水池の水位を低下させる

ため、作業道の整備、排水ポンプによる排水作業の実施

を判断し、７月から現地作業に着手した。 

同月、当部に対し、市の対応状況等の情報提供を行う

とともに、湛水池の排水作業等の支援要請を行った。 

 

3.  訓練概要 

市からの情報提供を踏まえ当部として湛水池の対応に

ついて検討した結果、現地に出現した湛水池は、大規模

な土砂崩れにより河道が閉塞し天然ダムが形成されたも

のでは無いこと等が判明した。一方、湛水池の現地状況

は天然ダムが形成された災害現場と共通する特徴があり、

湛水池で決壊が発生すると下流の市営住宅等に土石流被

害がおよぶ可能性があると考えられた。当部ではこれま

でに天然ダムに対応した経験はほとんどなく、このよう

な条件は、大規模土砂災害に対する防災対応技術力の向

上に繋がることから訓練内容を検討し、実施することと

した。 

 

(1) 訓練項目 

土砂災害防止法では、大規模土砂災害が発生した際に

国又は都道府県は緊急調査の実施、土砂災害緊急情報の

通知を行うこととなっている。 

 このため、訓練項目は、緊急調査、土砂災害緊急情報

に関係し、且つ、市が行う湛水池の対策において必要な

以下の項目とした。 

a ) 湛水池の排水作業訓練 

 ～天然ダム発生時のポンプ排水作業 

b ) 小形無人（ラジコン）ヘリ撮影訓練 

 ～天然ダム発生時に上空から現地状況を把握 

c ) 水位・雨量計設置、観測訓練 

 ～天然ダム発生時に水位・雨量を監視 

d ) 斜面崩壊検知センサー設置、観測訓練 

 ～天然ダム発生時に斜面崩壊、河道の異変を監視 

e ) 土砂移動検知伸縮計設置、観測訓練 

 ～天然ダム発生時に斜面地表部の変位を監視 

f ) 警報（サイレン）装置設置、稼動訓練 

 ～天然ダム発生時に、各種監視装置からの警報を周知 

g ) 土石流はん濫シミュレーション訓練、計算結果提供 

 ～天然ダムが決壊した時の氾濫計算（QUAD）及び自治

体に計算結果を提供 

h ) 移動土砂量の把握及び応急対策工法検討訓練 

 ～天然ダム発生時に応急対策工法を検討 

i ) ヘリ（ほっかい）調査、レーザー測定訓練 

 ～天然ダム発生時に上空からの現地状況調査、天然ダ 

ム形状を計測 

訓練は、当部で大規模土砂災害発生時に災害対応を行

う河川計画課・防災課・江別河川事務所（訓練場所を管 

轄）が市の災害対応と連携して実施した。 

 

(2) 訓練の実施概要 

 訓練で現地に設置した排水ポンプ、水位等の監視機器

の配置を（写真-5 ）に示す。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《 凡 例 》 

■：発動発電機   ◆：排水ポンプ   ：排水ホース 

★：投下型水位計  ●：雨量計    ▽：伸縮計 

▲：斜面崩壊検知センサー       ◎：警報装置 

治山堰堤 

写真-5 訓練機器等の配置 
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4.  訓練実施状況と課題 

 訓練の実施概要については表-1に示す。 

 

(1) 湛水池の排水作業訓練 

 排水ポンプパッケージ・発動発電機を現地に搬入し、

排水ホース 200m に保護シート敷設とホース固定木杭を

設置し排水作業を７月に開始したが、作業開始翌日に排

水ホースが損傷しホースの補修が必要となった。ホース

の損傷は、ホースの敷設場所が急勾配（傾斜角35度）で

一部露岩している場所だったため、ホースの暴れにより

損傷が生じた。このため、ホースの敷設地面を切盛土に

より傾斜を緩くしホースを再敷設して排水を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、排水期間が延長となったのに合わせて、１０月

に、ホースの消耗を防止するためポリエチレン製の排水

管（径300㎜）に排水ホースを接続して１２月末まで排

水を行った。（写真-6） 

なお、訓練期間中に湛水池からの越流は無く、土石流

の発生を防止することができた。 

大規模土砂災害が発生した際には、排水量、排水期間、

現地状況等から排水計画を検討する。その際に排水設備

の現地搬入方法、排水ホースの設置位置・方法、素材に

加え維持管理についても検討を行う必要がある。 

 

(2) 小形無人（ラジコン）ヘリ撮影 

 訓練現場は、山間部で進入通路等が無く土砂崩壊が発

生した周辺の異常を地上から調査することができないた

め、現地でラジコンヘリからの映像を見ながら写真を撮 

影（写真-7）した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訓  練  項  目 目 的 実 施 時 期 実   施   概   要 

a ) 湛水池の 

排水作業訓練 

湛水池の水位を低下させ維持

する。 

H25.7 

～H25.12 

駒里防災ステーションから排水ポンプパッケージ（5

㎥/分×2台）を現地に搬入し排水を実施 

b ) 小形無人（ラジコン）ヘリ 

撮影訓練 

ヘリに代わって上空から状況

を把握（撮影）する。 

H25.7 現地で小型無人ヘリを飛行させ上空からの映像や写

真を撮影し、現地状況を把握 

c ) 水位・雨量計設置、 

観測訓練 

湛水池の水位変化、降雨状況

を監視する。 

H25.7 

 ～継続中 

水位計（投下型又は水晶式）、雨量計を現地に設置

し、観測データを市と当部に配信 

d ) 斜面崩壊検知センサー設置、 

観測訓練 

ズリ山の崩壊など、土砂移動

を監視する。 

H25.7 

 ～H25.11 

斜面崩壊検知センサーを現地に設置し、センサーが

30度傾いた時に警報を携帯メールで送信 

e ) 土砂移動検知伸縮計設置、 

観測訓練 

ズリ山で亀裂が発見されたた

め亀裂を監視する。 

H25.7 

 ～H25.11 

亀裂が発生した箇所付近に伸縮計を設置し、伸縮計

の伸びに応じて警報を携帯メールで送信 

f ) 警報装置設置、 

稼動訓練 

上記 b)・c)・d) の監視状況に

応じ注意喚起する。 

H25.7 

 ～H25.11 

警報（サイレン）装置を現地に設置し、監視機器に

設定した警鐘発信基準に応じて警鐘を鳴らす 

g ) 土石流はん濫ｼﾐｭﾚー ｼｮﾝ訓練、 

計算結果提供 

土石流はん濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを行い計

算結果を市へ提供する。 

H25.8 氾濫シミュレーション結果を市に説明し、住民避難

等について具体的な検討を促す 

h ) 移動土砂量の把握 

及び応急対策工法検討訓練 

斜面崩壊により移動した土砂

（崩壊、堆積）を把握する。 

H25.8 

  ～H25.9 

斜面崩壊後の LP データと H22.6 の LP データにより

崩壊、堆積土砂量を算出 

i ) ヘリ（ほっかい）調査、 

レーザー測定訓練 

ヘリに搭乗し上空からレーザ

ー測定機で地形測定する。 

H25.7(中止) 

H25.11 

「ほっかい」に搭乗しレーザー測定機（ﾍ゙ ｸﾀー ）で地

形を計測 

表-1 訓練の実施概要 

ヘリ操作車両 

開発局ポンプユニット・
発動発電機 

市の発動発電機 

市の排水ﾎ ﾝ゚ﾌ゚  

開発局排水ﾎ゚ ﾝﾌ゚  

崩壊斜面 

崩壊土砂 

湧水箇所 

写真-7 小形無人ヘリの撮影写真 
写真-6 河道閉塞箇所の排水ホース設置状況 

小型無人ヘリ撮影 当初設置した通常の排水ホース

ポリエチレン製の排水ホース 

湛
水
池
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気象条件、飛行範囲等に制約はあるが、有人ヘリによ

る調査が不可能な場合や、緊急時、詳細な現場把握等に

おいて、機動性のある小形無人ヘリ調査は有功な手段で

あった。 

 

(3) 監視機器設置、監視訓練 

 監視機器として治山堰堤上流に投下型水位計、湛水池 

左岸側の斜面に設置ヤードを造成した場所に雨量計・警 

報装置、ズリ山頂部で発見された亀裂に土砂移動検知伸

縮計、ズリ山斜面に斜面崩壊検知センサーをそれぞれ設 

置し観測、監視を実施した。（写真-8）なお、これらの

観測データ・警報通知は当部と市へ配信し監視を行った。

また、監視機器は動作確認のため、月１回程度の保守点

検を行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)-1 投下型水位計 

 水位観測ブイはヘリから投下し設置するが、訓練では

現地までトラック輸送し治山堰堤上流にブイ部分を人力

で設置した。 

水位観測値は水位計から移動衛星通信によりメールで 

毎時の観測値を受信し水位監視を行い、現地の状況把握 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に大いに役立った。しかしながら、通信が１時間遅れる

事が数回あった。原因は移動衛星による通信のためで、

特に支障は生じなかった。 

投下型水位計の観測値は、メール受信サーバーがPOP3 

方式であれば「イリジウムシステム対応水位監視システ

ム」ソフトで一覧表示が可能であるが、当部のメール受

信サーバーはPOP3方式ではないため、ソフト改良を行わ

ないと一覧表示ができない状況で、水位観測値を一覧表 

に整理する作業が生じた。 

大規模土砂災害発生時には人員不足が考えられること

から、水位監視ソフトの改良が必要である。 

投下型水位計は、冬期になり湛水池の結氷が始まると

観測値に誤差が生じる可能性があることに加え、水位計

の上部に雪が積もると移動衛星との通信が途絶えてしま

い観測値の受信が出来なくなる。以上から、冬期間に水

位を測定する場合は、降雪前に投下型水位計を撤去し水

圧式等の水位計の設置が必要となる。 

(3)-2 雨量計 

 雨量計の観測値は固定衛星通信を介してインターネッ 

トで閲覧でき、時間雨量 10㎜ 以上の時は警戒メールを

送信する方式で雨量監視を行った。観測値は遅れること

無く閲覧でき、故障等も無く雨量監視を行えた。これら

の機能は民間会社が運営するインターネットサイトによ

るものである。 

 大規模土砂災害発生時の雨量監視を迅速に行うととも

に関係者が情報を共有できる様に、雨量監視サーバ等の

整備を行う必要がある。 

本訓練では、当初雨量計を設置していた場所では降雪

期以降電源の確保が困難とのことから、降雪前に電源の

確保が可能な箇所へ移設を行っている。この様に、観測

が冬季に渡る場合は冬期間観測機器のメンテナンスも考

慮した配置計画を検討する必要がある。 

 水位計、雨量計の観測結果を図-1 に示す。 

(3)-3 斜面崩壊検知センサー 

 ６台設置した斜面崩壊検知センサーのいずれかが30°

傾くと固定衛星通信を介して、傾いたセンサー毎に警戒

メールを送信する方式で斜面崩壊監視を行った。また、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真-8 監視機器設置状況 

投下型水位計 雨量計・警報装置 

土砂移動検知伸縮計 斜面崩壊検知センサー 

図-1 水位と降雨の状況 
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警報の発令状況は雨量観測値と同様にインターネットで

閲覧できる方式を併用した。訓練期間中に警報メールは

発信されることなく訓練は終了した。 

これらの機能は、雨量観測値を閲覧するサイトと同様

であり、大規模土砂災害発生時の監視を迅速に行うため

には、監視サーバ等の整備が必要である。 

 (3)-4 土砂移動検知伸縮計 

２台設置した伸縮計のいずれかが１分前の位置よりも

１㎝ 移動、又は設置完了時の位置から累計で５㎝ 移動

すると固定衛星通信を介して警戒メールの送信と、警報

の発令状況をインターネットで閲覧できる方式で斜面崩

壊監視を行った。訓練期間中に警報メールは発信される

ことなく訓練は終了した。 

これらの機能も、雨量観測値を閲覧するサイトと同様

であり、大規模土砂災害発生時の監視を迅速に行うため

には、監視サーバ等の整備が必要である。 

(3)-5 警報装置 

警報装置は、斜面崩壊の危険がある現地で作業する人

員の安全確保のため、斜面崩壊検知センサー、伸縮計が

警報判定値に達した時に１分間、サイレンと回転灯が動

作する設定で設置した。訓練期間中に警報装置が動作す 

ることなく訓練は終了した。 

なお、警報装置を設置するまでの間は、市の現地作業

の受注者が山頂部に観測点を設け、作業前に測定を行い

土砂移動の有無を確認して現地作業を行っていた。 

 

(4) 移動土砂量の把握及び応急対策工法検討 

 当部で平成２２年度に LP 計測したデータを所有して

いたことから、斜面崩壊後のLP データを調達し移動し

た土砂量、湛水池容量等の算出を行った。 

 湛水池に隣接する斜面の堆積土砂量は 31,000㎥ で、

湛水地の湛水量は、188,000㎥と災害規模を把握するこ

とが出来た。また、これらの数値は「(5)氾濫シミュレ

ーション」を実施する際に使用した。 

 LP計測することによりズリ山の規模、崩壊箇所の勾

配・高低差等の把握ができ、市へ災害復旧工法を検討す

る上で有意な情報提供を行えた。 

 

(5) 氾濫シミュレーション訓練 

 平成２２年度の LP データ及び「(4)移動土砂量の把

握及び応急対策工法検討」で算出した崩壊土砂量・湛水

池容量等を用いて湛水池が決壊した時に流下する洪水氾

濫計算を実施した。 

 市への情報提供は、洪水氾濫計算結果を垂直写真に重

ねた資料（写真-9）で作成し、氾濫計算の条件や計算結

果に対する留意事項、水位等の監視体制、住民避難の判

断が必要となる時期等について、当部職員が市に説明し

理解を得た。 

 市では、これらの情報を基に９月、住民説明会を開催

し避難等について周知を行っている。 

(6) レーザー距離計による測定訓練 

 開発局が所有するヘリコプター「ほっかい」での調査

は、７月に行う予定で訓練箇所まで飛行したが悪天候の

ため引き返し１１月の実施となった。 

１１月のヘリ調査では、職員がヘリに搭乗し、湛水池

出口付近の地形をベクターにより測定した。 

なお、両日とも、市職員もヘリに搭乗し訓練箇所周辺

の異常を上空から調査した。これにより訓練場所以外に 

も山間部で小規模な斜面崩壊が数カ所発見され、市内の 

状況把握や防災対応に役立つ有意義な飛行となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 今後の訓練 

 １２月２５日に市の災害申請が認められ、来春までに

応急復旧工事でコルゲート管に代わる仮水路を整備する

こととなった。また、融雪後の本復旧工事で水路護岸整

備等が実施されることとなった。 

当部の訓練としては、今後は水位・雨量等観測訓練を

継続して行う予定である。また、来春の融雪出水に注視

し、市の要請を踏まえつつ、現地訓練を検討することと

なる。 

 

6. まとめ  

土砂災害防止法の改正により、大規模土砂災害の規模

に応じて国又は都道府県が緊急調査の実施を行うことが

位置付けられた。本訓練により、現地状況の把握、現地

排水作業、各種観測機器による観測値等の情報提供等を

行った。訓練の実施に際して様々な課題があったが、こ

れらを解決しつつ対応したことで、土砂災害対応の技術

力向上が図れたと思われる。今後、訓練の結果を得られ

た知見として、取りまとめる予定である。 

その知見を、開発局全体の土砂災害に対応する技術力

の維持、向上に活用していくことが有効と考える。 
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