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 平成 26 年 9 月 11 日、道央地方を襲った豪雨は各種交通機関に甚大な影響を及ぼし、石狩・空

知地方に対して、北海道初となる特別警報（土砂災害、浸水害）が発令された。その豪雨により、

国道 3 路線（国道 36 号、国道 276 号、国道 453 号）の一部が全面通行止めとなった。最も被害

が大きかった国道 453 号は通行の回復までには約 1 か月、また、本復旧についても約 2 年半の時

間を要した。このような大規模な災害の対応等の記録を残すことは今後の災害対応等への活用の

上で有用であることから、本稿では、支笏湖豪雨災害の発生から復旧について振り返る。 
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1．はじめに 
 平成 26 年 9 月 11 日、道央地方を襲った豪雨は

各種交通機関に甚大な影響を及ぼし、北海道初と

なる特別警報が発令された。その豪雨により、千

歳道路事務所管内の国道 3 路線（国道 453 号、国

道 36 号、国道 276 号）では土砂崩れ・土石流や冠

水が発生し通行止めとなった。特に被害が大きか

った国道 453 号では道路の寸断、橋梁の損傷等に

より旅館に 90 名が閉じ込められる事態となり 24

時間体制での啓開・応急復旧を実施することとな

った。国道 453 号の自動車の通行止めの解除には

約 1 か月、また、本復旧についても約 2 年半もの

期間を要した。そこで、本稿では平成 26 年度の支

笏湖豪雨災害の発生から復旧について振り返る。 

 
図-１ 国道（R36、R276、R453）通行止め状況 

２．災害発生 

(1)天候悪化 

平成 26 年 9月 10 日未明から 9月 11 日明け方に

かけて、支笏湖半を中心とした石狩地方では局地

的に猛烈な雨が観測された。千歳市内では、9 月

10 日 22 時 42 分に大雨警報（土砂災害）が発出さ

れたことを皮切りに、9 月 11 日 0 時 38 分に大雨

警報(浸水)、同日 1 時 42 分に洪水警報が立て続け

に発表された。札幌管区気象台では同日 5:35 に北

海道で初めて石狩地方に対して、数十年に一度の

降雨量となる大雨が予想される場合に出される

「大雨特別警報（土砂災害、浸水害）」が発令さ

れた。また、札幌をはじめ 12 市町約 46 万世帯約

92 万人に避難勧告が発令される事態となった。 

なお、千歳市内は、大雨特別警報（浸水害）は

9 月 11 日 13 時 10 分、特別警報（土砂災害）は同

日 16 時 45 分に共に解除された。 

 
図-2 大雨特別警報の発令状況（気象庁より） 

出典：気象庁ＨＰ 

 

図-3 アメダス（日降水量：9月 11 日） 

出典：気象庁ＨＰ 



支笏湖畔（アメダス）では、9月 11 日 5:59 か

らの 1時間降水量が 70.0mm を記録し、これまでの

最高値であった 64.5mm（平成 20 年 10 月 9 日）を

塗り替えた。日降水量については、9月 11 日の日

降水量は 276.5mm を記録し、平成 13 年 8月 23 日

に記録した 274.0mm の値を塗り替えた。9月 9 日

から 9月 12 日までの 4日間で総降水量は 379mm を

記録した。これは支笏湖の平年 9月の月降水量値

（261.6 mm）の約 1.5 倍であり、記録的な豪雨だ

ったことが数字上でも確認できる。 

なお、千歳市（アメダス）においても 9月 11 日

～12 日にかけて時間降水量 92mm、日降水量 209mm

を記録する等、千歳市においても記録的な豪雨が

発生したことが確認される。 

 

 
図-4 支笏湖湖畔（アメダス） 

出典：気象庁ＨＰ 
局地的な豪雨により、支笏湖周辺を含む千歳道

路管内の路線では、土砂崩壊、土石流発生、橋梁

損傷、路肩等損傷、路面冠水により 3 路線の一部

区間において全面通行止めを余儀なくされた。 

 (2)災害発生要因 

 国道 453 号及び国道 276 号の災害の要因として

は主に①斜面崩壊、②土石流、③河川の侵食、以

上の三種類に大別され、合計で 19 箇所が被災した。 

 

図-5 国道４５３号の被災状況 
出典：寒地土木研究所ＨＰ 

１） 斜面崩壊 

 盛土や自然斜面の崩壊が 6 箇所で認められた。

これらの斜面等が崩壊した箇所としては国道 453

号の札幌側の区間が中心であり、被害としては路

肩・歩道の崩壊や擁壁背面の流出等が発生した。

その中には湖水橋も含まれる。なお、寒地土研の

レポートによると、上記崩壊箇所のうち 3 箇所は

支笏火砕流堆積物から構成される自然斜面であり、

崩壊した箇所はいずれもハンマーの先端で容易に

削られるぐらいに軟質で、固結度が低い箇所であ

ったことから、大雨により当該堆積物が流出・崩

壊したものと考えられる。 

 

図-6 国道 453 号擁壁背面流出状況（KP.25.5） 

２） 土石流 

国道 453 号の支笏湖畔沿いについては、湖畔沿

いや恵庭岳の沢から発生した土石流による被害が

多く確認された。 

恵庭岳の土石流はいずれも山頂を源とする 3 筋

の沢で発生したものである。そのうちポロピナイ

沢本流とその北麓の支流で発生した土石流の発生

により国道には大きな被害が生じた。具体的には、

本流では土石流は橋梁に乗り上げ、桁下空間を埋

積し湖畔にまで達したほか、支流では国道と交差

する箇所で路面を流下または横断した。 

一方、支笏湖畔のカルデラ壁では、4 筋の沢で

土石流が発生した。カルデラ壁の上部で崩壊した

堆積物が雨水とともに急傾斜の斜面を流れ下り、

湖畔の国道まで達した。特に恵庭岳山麓では、崩

壊面積に比べて流出土砂量が多く認められ、恵庭

岳の沢伝いに大規模な土石流が発生した。土石流

の発生は、恵庭岳北側の経路①と東側の経路②の

2 箇所から発生し、発生経路①では最大で直径約 2

ｍもの巨礫を含む土石流が発生し、道路延長約

1.5ｋｍにわたりが土石流約 V=3 千 m3 が埋め尽く

した。また、発生経路②では巨礫を含む土石流が

丸駒橋（KP39.0）を飲み込み、越流し車道橋防護

柵・歩道橋を流失させ、下流側に位置する湖水橋

（KP39.5）より起点側の自然斜面を崩壊し、道路

を横断して支笏湖まで到達した。 



 

図-7 恵庭岳の土石流 

 
図-8 土石流による湖水橋の被災状況 

３）河川侵食 

河川侵食による被害は 2 箇所確認されており、

漁川の奥漁川橋（KP33.4）とラルマナイ川の山水

橋（KP.23.5）が河川の侵食により被災した。いず

れも河川の流量が多く、水衝部で侵食し橋台に接

続する盛土や橋脚等を洗掘したと考えられる。 

 
図-9 奥漁川の橋脚洗掘による被災状況 

(3)国道の被災状況 

1) 国道 453 号 

・ 支笏湖畔被災状況 

支笏湖畔沿いの千歳市幌美内から支笏湖温泉ま

での区間（9.0km）では、国道沿いの自然斜面より

沢部からの降雨による流水を伴う土砂流出、表層

崩壊、倒木により計 8 カ所（土石流 6 箇所、崩壊

1 箇所、倒木 1箇所）が被災した。 

一番被害がひどかったのが丸駒橋（KP.39.0）と

湖水橋周辺（KP.39.5）である。丸駒橋の架設地点

の上流部ポロピナイ沢には砂防ダムがあり、砂防

ダムの一部が決壊し、ポロピナイ沢からの土石流

が終点側橋台付近を越流したと考えられる。結果

として丸駒橋歩道橋（単独形式）は、下流側に約

300cm に流出、車道橋の高欄（終点側橋台付近）

が約 10m にわたって損傷し、橋面には土砂が堆積

していた。湖水橋については、歩道橋主桁が変形

する損傷するとともに、車道橋・歩道橋に約

2,000ｍ３もの土砂が堆積した。 

 また、支笏湖湖畔沿いについても、土石流等で

通行が困難な状況となった。 

 
図-10 丸駒橋の被災状況 

 
図-11 丸駒橋上流の砂防ダムの被災状況 

この結果として、国道が寸断されるとともに、

一部が支笏湖へも流れ込み、隣接する温泉宿泊施

設では宿泊客および従業員の約 90 名の方々が一時

的に孤立することとなった。 

・ 札幌市南区滝野から千歳市幌美内 

国道 453 号の起点に近い札幌市南区滝野から千

歳市幌美内までの 21.7km の区間については、歩道

決壊 2 箇所、路肩決壊 3 箇所、土砂流出 2 箇所、

倒木 1 箇所、擁壁背面流出１箇所、橋梁損傷 2 箇

所、計 11 箇所に大きな損傷が確認された。構造物

の損傷による被災はもとより、復旧作業の全体作

業ルート確保にも影響が懸念され難航も予想され

る程の被災状況であった。 

最も被害が大きかったのは奥漁川橋である。P1 

橋脚が洗掘され、路面が 86cm 沈下する等の被害

が発生した。また、A2 橋台躯体コンクリートの水

平方向に全幅クラックが発生したほか、A2 橋台位



置が水衝部となって橋台に接続する土留擁壁が倒

壊し、盛土が流出した。次に、山水橋では流量増

加に伴う河川の蛇行により直上流右岸とともに橋

台に接続する盛土部が大きく侵食された。 

 

図-12 奥漁川橋の被災状況 

 
図-13 KP35.7土石流被災状況 

2) 国道 276 号 

 国道 276 号美笛において被害が発生し、路面冠

水１箇所、路肩決壊１箇所（延長 28ｍ、平均幅

4.3ｍ、高さ 2.8ｍ）の被害が発生した。また、道

路冠水のために 9 月 11 日 6:10 に国道 276 号伊達

市大滝区三階滝町～苫小牧市丸山 L=32.5km につい

て通行止めを実施し、翌日 13:00 に通行止めを解

除した。 

 
図-14 R276 路肩部崩壊 

3) 国道 36 号 

恵庭大橋等で河川水量が増水し国道 36 号の一部

箇所にて冠水が発生したことから、9 月 11 日

10:30 に国道 36 号恵庭市上山口～恵庭市上山口

L=1.2km の通行止めを実施し、同日 13:00 に同区

間の通行止めを解除した。 

 
図-15 国道 36 号 冠水の様子 

３．道路点検・啓開、応急復旧 
9 月 10 日深夜の大雨警報発令とほぼ同時刻、異

常時巡回開始した途中、猛烈な豪雨と沢部より路

面へ超越する流水を確認したため通行止めが必要

と判断し、一般車両の通行確認作業を兼ねながら

巡回を行い、特別警報発令前の 9 月 11 日 3:00 よ

り国道 453 号札幌市南区滝野から千歳市幌美内間

15.9ｋｍの通行止めを開始した。併せて、道道恵

庭公園線の通行止めも実施された。上記区間の通

行止め実施後も千歳市支笏湖畔においても豪雨に

よる災害の恐れがあったことから、同日 5:15 より

同市支笏湖温泉街までの 29.5km までの通行止め延

伸を行った。同時に道道恵庭岳公園線（L=9.7km）

の通行止めも実施された。 

9 月 11 日の被災直後から、通行止め区間内の支

笏湖畔に位置する温泉宿泊施設に孤立している宿

泊客及び従業員約 90 名の孤立解消を最優先に 1車

線確保の啓開作業に着手した。最終的には孤立し

ていた人々は同日 21 時 30 分に道路パトロールカ

ーが先導の上で無事に脱出した。 

次に、規制区間短縮のため搬出作業及び応急対

策作業に着手した。被災箇所を埋め尽くしている

巨礫等の撤去にあたり、掘削・運搬機械の不足が

懸念されたことから、通常の維持工事体制の他に、

千歳道路事務所管内の関連工事業者へ協力の要請

を行い、計 9 社の協力の下、通行止め区間の啓開

作業及び通行止め解除まで 24 時間体制で作業を実

施した。また、千歳市から土砂仮置き場の提供を

受ける等、関係機関の協力も迅速な応急復旧を後

押しした。 

それらの努力もあって、9 月 14 日 9:00 に支笏

湖畔沿の区間(8.0km)通行止め解除を行い孤立の解

消をすると伴に、国道 453 号の規制区間を札幌市

南区滝野から千歳市幌美内間の 21.7km に短縮した。 

なお、国道 453 号千歳市幌美内～千歳市支笏湖

温泉（L=8.0km）の通行止め復旧時には、通常は 2

日に 1 回の道路巡回を 1 日 2 回に増やすことや、

道路防災有識者の助言を受けて土石流監視センサ



ーを 2 箇所の設置、また KP35.0 周辺の携帯電話不

感地帯における天候の急変に備えた連絡・避難態

勢、孤立した場合の態勢を構築、等を図ることで、

管理体制の強化を図る形で応急復旧の作業時の安

全性確保に取り組んだ。 

被災した箇所のうち特に応急復旧に時間を要す

ると予想されたのが、漁川を渡河する奥漁川橋で

ある。被災状況としては、河川洗掘削による橋脚

の沈下、主桁の衝突・座掘、上部工支点沈下と橋

台洗掘による変状により橋台竪壁の損傷、擁壁の

倒壊である。橋梁全体系の被災、早期応急復旧、

周辺への影響、並びに恒久対策への影響を総合的

に勘案し、現橋下流側へ仮橋を設置することとし、

主構造としては北海道開発局が保有する応急組立

橋（L=51.0m）を採用した。当該箇所が復旧全体の

工程に影響することから、一部を 24 時間体制にて

施工を行うこととし、着手から 23 日間の緊急工事

により奥漁川橋の応急復旧を完了した。 

9 月 24 日 13:00 に札幌市南区滝野～恵庭市盤尻

（L=5.9km）の通行止めを解除した。併せて道道恵

庭岳公園線（L=9.7km）の通行止めが解除された。

最終的には 10 月 9日 13:00 に国道 453 号恵庭市盤

尻～千歳市幌美内（L=15.8km）の通行止めが 28 日

振りに解除に至った。 

 

図-16 道路啓開の状況 

 

図-17 湖水橋の夜間復旧作業の様子 

 

 
図-18 奥漁川橋の仮復旧の作業状況 

 
図-19 奥漁川橋の仮復旧完了後 

 
図-20 丸駒橋の仮復旧完了後 

 
図-21 山水橋の仮復旧完了後 

 
５．広報活動 
国道 453 号の通行止めの間、札幌開発建設部で

は、被災状況や応急復旧の進捗について記者発表

を継続的に実施した。結果、記者発表の回数につ

いては計 10 回を数えた。また、報道関係現地説明

会（9月 17 日）、住民現地説明会（10 月 1 日）の

開催等を実施した。広報を積極的に実施したこと

は、住民・利用者への通行止めや災害に関する情

報の周知や復旧工事に係る理解・協力を得る上で

有用であった。 



６．本復旧 
 本復旧の工事については、H26～29 年度に渡っ

て実施した。本復旧に当たっては、被害が大きか

った奥漁川橋、丸駒橋、湖水橋の橋梁の復旧を中

心に進められた。 

奥漁川橋については、車道橋・歩道橋共に大き

く損傷していたため、現橋の上部・下部を撤去の

上で新橋の建設を行った。下部・上部の施工を 1

年間で終える必要があったために工時間調整等で

困難を要した。 

湖水橋及び丸駒橋については共に、現橋（歩道

部）の撤去・架替及び現橋（車道部）の補修を実

施することで本復旧を実施した。 

国道 453 号の車両通行止め解除以降も一部区間

では歩道部分の損傷が酷く、歩行者通行止めの状

況が約 2 年半に渡り続いた。最終的には、平成 29

年 4月 27 日に歩道通行止め区間（恵庭市盤尻～千

歳市幌美内 Ｌ=16.2ｋｍ）は、本復旧工事の進捗

に伴い通行止めを解除した。 

 

図-22 奥漁川橋の本復旧 

 
図-23 丸駒橋（歩道橋）の本復旧 

 
図-24 湖水橋（歩道橋）の本復旧 

 
７．まとめ 
 平成 26 年 9 月 11 日の豪雨災害は国道等に多大

な被害をもたらしたことはまだ記憶に新しい。特

に被害の大きかった国道 453 号については、被災

直後からの全面通行止めを 28 日間で解除出来たこ

とは、官民一体となった協力の賜である。一方で、

時間の経過と共にこのような災害対応の記憶・記

録は失われがちであることから、本稿のような形

でアーカイブとして纏めることは有用であると考

える。 


