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１．はじめに

　特に氾濫流がある中での堤防決壊箇所における緊急
締切工事では、現場条件が厳しく、作業の安全の確保
等の様々な問題の解決が求められる。したがって、こ
れらの問題を解決できる見通しが立たなければ、氾濫
流のあるうちの工事着手を断念せざるを得ず、そのよ
うなケースが圧倒的に多いことは平成30年4月号1）の
１．で述べたとおりである。これに対して、既報（以
降、平成30年4月号1）及び5月号2）の両号を指す）で紹
介した事例（表－1）は、いずれも氾濫流や低水路内
の主流路の流れのある中で締切工事を無事完了させた
事例であり、現場条件に違いはあるものの、いずれの
現場も問題解決のために様々な工夫を行っていた。こ
れらの様々な工夫については、既報の各事例の紹介の
ところで個別に説明してきたが、本技術資料では、そ
のまとめとして、全ての事例を俯瞰した上で、氾濫流
のある中での緊急締切工事のポイントや関連する様々
な事柄を記載していくこととする。

うには、その大前提として、バックホウやクレーン等
の重機や締切資材を運搬するダンプ等が決壊地点近傍
まで到達する必要があるため、堤防天端等を含めた決
壊地点までのアクセス路の状況が非常に重要であり、
その状況をまず把握する必要がある。通常の場合、重
機やダンプ等は一般道を通行した後に、堤防天端等の
一般道よりも規格の低い作業用道路（場合によっては
緊急工事のために新たに建設した仮設道路）を通って
決壊地点にアクセスすることになるので、決壊地点周
辺の一般道が浸水して通行不能であれば、一般道が通
行可能になるまで工事着手はできない。周辺の一般道
が通行可能であることが確認できれば、その次には、
堤防天端等の作業用道路の状況、つまり堤防天端等の
アクセス路としての良否を確認する必要がある。この
良否の判断材料としては、堤防決壊地点までの距離、
道路幅（天端幅）、車両交換場所（旋回場所、待避場
所）の有無、トラフィカビリティ、維持管理状況等の
様々なものがあげられる。これらは、重機やダンプ等
が通行するのに何らかの不都合が作業用道路にある場
合に、それを改良（一時的な改良も含む）するために
要する時間の長さに深く関係しており、結局のとこ
ろ、この時間の長短がアクセス路としての良否の総合
的な指標となる。つまり、改良に要する時間の短い作
業用道路が良いアクセス路である。このようなアクセ
ス路の改良に要する時間も考慮した上で、決壊口の締
切に要するトータルの作業時間を見積り、予測される
洪水の継続時間と比べた上で、氾濫中の締切作業への
着手が効果的かどうかを検討して、締切作業に入るか
どうかを判断するのが合理的なプロセスであろう。
　なお、一般道から先の堤防決壊地点までのアクセス
路としては、堤防天端の使用が普通であるが、それ以
外のアクセス路もあり得ないかどうかを状況の変化に
応じて確認することが望ましい。堤防天端以外のアク
セス路も確保できれば、アクセス路が2つになり資材
の運搬や投入のスピードが大いに増す他、何らかの理
由で堤防天端がアクセス路として使用できない場合の
代替ルートとして活用できたり、堤防天端と合わせて
作業用道路をループ化できる可能性も出て来るからで

表－1　既報で事例紹介した締切工事が実施された河川

２．総合的な考察

　ここでは、氾濫流がある中での緊急締切工事のポイ
ントや関連する事柄を、堤防決壊地点までのアクセス
路の状況、締切資材の投入重機や運搬車両の調達、締
切資材の選定及び締切方法（荒締切工）等の観点で整
理して、順に記載する。

２．１　堤防決壊地点までのアクセス路の状況

　氾濫流がある中、堤防決壊地点で緊急締切工事を行
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水流量が500m3/s未満までは3mとなっている（表－

2）。この値は最低基準を定めたものであり、必要に
応じて天端幅を拡げることは可能であるが、実態的に
は、例えば、紹介した女満別川のように、計画高水流
量が500m3/s未満の中小河川では天端幅が3mとなって
いる場合がかなりある。女満別川の事例（写真－1）
からもわかるように、ダンプのような車両は、車両交
換場所等のＵターンする場所が無ければ、通常は堤防
天端をバックで堤防決壊地点まで進み、資材を降ろし
た後に前進して一般道まで戻っていくことになるの
で、天端幅が3mでは狭すぎてダンプがバックで進むこ
とは難しい。女満別川の事例で3mの天端幅を4mまで
拡幅したことからもわかるように、ダンプの堤防天端
への進入には4m程度（最低でも3.5m）の幅が必要であ
る。したがって、ダンプによる締切資材等の運搬が必
要な締切工事では、天端幅が4mよりも狭ければ、決壊
地点までの天端を砕石等により拡幅していかなければ
ならないので、拡幅の施工延長が長い場合は、拡幅に
要する時間も相当長くなることが考えられる。また、
後からも出て来るが、クレーンを使用する場合には天
端幅4mでも不十分であり、クレーンヤードとして使用
する場所では、更に天端の拡幅が必要になる。以上の
ことから堤防天端が広ければ、施工効率も上がる上
に、採り得る施工方法の自由度も増すため、道路幅（天
端幅）は、堤防決壊地点までの距離と同様に、緊急工

表－2　計画高水流量と天端幅の関係

写真－1　女満別川の堤防天端をバックで進んだダンプ1）

ある。特に氾濫流のある状態でも決壊口での水位があ
まり高くない場合には、堤内や堤外の土地の一部をア
クセス路として使用できる可能性があり、柴山沢川や
サラカオーマキキン川の事例では、氾濫流がある中で
も堤防天端以外の作業用道路を使用して資材運搬等を
行っていた。また、十勝川の事例では、流れの無い背
水区間に作業用道路を新たに整備して資材を運搬して
おり、理にかなった方法であった。
　以降では、堤防天端等の作業用道路のアクセス路と
しての良否の判断材料となる、堤防決壊地点までの距
離、道路幅（天端幅）、車両交換場所（旋回場所、待
避場所）の有無、トラフィカビリティ、維持管理状況
について述べる。
２．１．１　堤防決壊地点までの距離

　堤防決壊地点に通じる堤防天端等の作業用道路の延
長については、短い方が良いことは自明の理ではある
が、その理由をよく考えると、延長が短いことの最大
のメリットは、作業道路の通行時間が単に短くなるこ
とよりも、堤防天端幅が狭かったりぬかるんでいる
等、何らかの不都合が作業用道路にあったとしても、
それを改良するための施工延長が短くなり、結果とし
て短時間で施工が終わることにある。決壊地点までの
作業用道路の延長が長いために改良に要する時間が長
くなれば、改良工事を行っている間に洪水が収まって
しまうことも考えられ、そもそも氾濫中の締切作業が
現実的ではなくなってしまうこともあり得る。既報で
紹介した事例の中で工事着手から1日以内で締切（氾濫
水を概ね止めるための一次施工）が完了した女満別川
とサラカオーマキキン川では、近傍の橋梁から堤防天
端をわずか30～40m進んだ場所に決壊地点が位置して
おり、一般道からの距離が非常に短かった。また、締
切延長が長く、仮堤防の断面も上記の両河川よりも大
きかったため、両河川よりも締切完了までの日数がか
かったが、柴山沢川でも決壊地点へ上流からアクセス
するには堤防天端を30mほど進めばよかった。このよ
うに、氾濫流がある中で締切を速やかに完了できた工
事は、決壊地点へのアクセス条件の良い場合が多いの
ではないかと思われる。以上のことから、堤防決壊地
点に通じる堤防天端等の作業用道路の延長は、氾濫流
がある中での緊急締切工事を実施するかどうかの大き
な判断材料になり得ると考えられ、アクセス路として
の良否を左右する重要な要素となる。
２．１．２　道路幅（天端幅）

　河川管理施設等構造令の第21条において、堤防の天
端幅は計画高水流量に応じて決められており、計画高
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事の際のアクセス路としての良否を左右する重要な要
素である。
　このため、堤防が完成していても可能であれば何ら
かの機会をとらえて堤内側への腹付け盛土による天端
拡幅を積極的に進めるべきであろう。例えば、完成堤
防周辺で河道掘削を行う場合に、堤内側の用地に余裕
があれば、残土処理として、そのような腹付けを行う
余地があると思われる。なお、腹付けは一連区間で連
続して行うものの他に、車両交換場所としての機能を
持つような部分的な腹付けも含む。
２．１．３　車両交換場所（旋回場所）

　河川管理施設等構造令により、計画高水流量が500
m3/s以上2,000m3/s未満までの河川の場合の天端幅の
最低基準は4mとなっており（表－2）、この規模以上
の河川ではダンプが堤防天端に進入するのに必要な幅
は確保されていることになる。しかしながら、堤防決
壊地点までの距離が非常に長くなる場合は、天端幅が
4mあっても延々とバックで進むことは、安全管理や運
搬効率の低下という観点から現実的ではないと考えら
れるため、車両交換場所等のダンプが旋回できる場所
が必要となる。また、柴山沢川の事例は、バックで進
む距離だけではなく、カーブ（特に右カーブ）の有無
や曲率半径もバックで進むことの制約条件になり得る
ことを示している。
　ここで、これまでに紹介した事例においてダンプが
堤防天端等の作業用道路をバックで進んだ距離を整理
すると表－3のようになる。ちなみに、氾濫流がある
中での締切事例ではなかったため、既報では事例紹介
していなかったが、音更川の直轄区間における平成28
年の堤防決壊（天端幅4m）では、決壊箇所の下流側
では、堤防天端を100mほどダンプがバックで進んで
資材を運搬していた。一方で、上流側からは堤防天端
を400mほど進む必要があったため、決壊箇所近傍の
取付道路の部分を拡幅して旋回場所を確保していた
（写真－2）。これらの事例から類推されることとし
ては、概ね100m程度まで、もしくは100m＋α程度ま
でであれば、車両交換場所等の旋回場所を造成しない
でダンプをバックさせて締切資材を運搬することは特
異なことではなく、この程度の距離までが少なくとも

写真－2　音更川の堤防決壊箇所近傍の取付道路箇所に造成

　 された車両旋回場所

　　　　　　（北海道開発局提供　一部加筆）

表－3　締切工事においてダンプがバックで進んだ距離

緊急締切工事においてはバックで進む常識的な距離で
あろうということである。
　ここで、実際に、緊急締切工事を担当した複数の現
場代理人の方から聞き取った話を総合すると、天端幅
が4mで、堤防法線があまりカーブしていなければ、
バックで進むことのできる距離の限界は少なくとも1～
2kmくらいはあり、天端幅が6m以上あれば、車両の
すれ違うことができるほどの幅なので、ここまで広け
れば、もっと遠くまで無理なくバックできるとのこと
であった。ただし、運搬効率を考えると、バックで進
む距離が長くなり過ぎるのは好ましいことではなく、
それなりの運搬ボリュームがあれば、バックで進む距
離が100～200mくらいになると旋回場所の造成を考え
始め、もし400～500mくらいであれば、検討するまで
もなく旋回場所を造成するとのことであった。
　以上のことから、緊急締切工事においてダンプが堤
防天端をバックで進む距離としては、締切資材の運搬
効率の観点から100～200m程度が常識的な範囲であ
り、これ以上の距離になると、旋回場所の造成を検討
することになるようである。したがって、堤防天端を
100～200m程度以上進んで堤防決壊地点に到着する場
合には、旋回場所の造成を検討し、造成が得策である
と判断すれば、迅速に造成にとりかかることが必要で
ある。なお、旋回場所はダンプ等がバックで進むこと
を避けるために整備されるため、基本的には堤防決壊
箇所の近傍に造成されることになる。また、このよう
な旋回場所は、ダンプが資材を荷下ろししている間
に、次に進入してきたダンプが待機する場所にもなり
得るため、待避場所としての機能も果たし得る。
　なお、旋回場所の造成が完了するまでは旋回場所が
無いので、現場条件によってはダンプが非常に長い距
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離をバックで進んで旋回場所造成のための土砂や砕石
等を運搬しなければならないことがあり得る。このよ
うな場合には、ダンプの長距離のバックに対する安全
管理に一層の注意を払う必要がある。ちなみに、柴山
沢川の事例では、堤防法線があまりカーブしていなけ
れば、3kmでも4kmでもバックで進むことは可能とダ
ンプの運転手が話していたことは紹介済みであるが、
今回聞き取りを行った範囲で実際にバックした距離の
実績としては、決壊までには至らない堤防侵食箇所へ
のブロック投入が工事の主な内容であったために既報
で事例紹介してはいないが、天端幅3.5～4mでほぼま
っすぐな堤防を2kmほどバックで進んで旋回場所造成
の土砂を運んだ事例があった。その時には工事の説明
を受けたダンプの運転手は一様にバックする距離が非
常に長いことに驚いたものの、特に問題も発生せず、
旋回場所の造成は完了したそうである。
　この他に留意する点としては、ブロックや大型土の
うの運搬でよく用いられる大型の平ボディトラック
は、土砂等の運搬で用いられている10トンダンプより
も車体がかなり長いので、平ボディ用の旋回場所はダ
ンプ用の旋回場所よりもかなり大きくなり、造成によ
り多くの時間を要することである。このような場合に
は、平ボディ用ではなく、ダンプ用の旋回場所を造成
するとともに、平ボディで運んで来たブロックや大型
土のう等の締切資材を、ダンプに載せ替えて堤防決壊
地点まで運搬することも比較検討すべきである。
　また、5月号2）の空知川の事例で紹介した車体上部が
回転するキャリアダンプ（クローラダンプ）を用いる
のであれば、バックで進む必要は無いので、旋回場所
の造成が不要という大きなメリットはあるが、キャリ
アダンプは普通のダンプに比べると迅速な調達は一般
的に困難なので、キャリアダンプの使用を初めから当
てにすることは、強固な調達ルートが確保されていな
い限りは難しいと思われる。また、一般道での資材運
搬はダンプや平ボディとなるので、現場でキャリアダ
ンプを使用する場合には、現場での資材の積替が必要
となることや、キャリアダンプの走行速度は最大で
10km/h程度と遅いことにも留意する必要がある。
２．１．４　車両交換場所（待避場所）

　旋回場所（兼待避場所）が堤防決壊箇所の近傍に造
成されれば、ダンプ等は締切資材を下ろす時以外は基
本的にはバックで進む必要はなくなり、資材の運搬速
度は著しく向上する。基本的には、ダンプ等による資
材運搬のペースが、バックホウやクレーンによる決壊
口への資材投入のペースと同等もしくはそれ以上にな

っていれば、バックホウやクレーンは締切資材の到着
を待つことなく、決壊口に資材を切れ目無く投入する
ことができるので、基本的にはこのような状況を作り
出すことができるように必要なダンプ等の台数を調達
することになる。しかしながら、旋回場所の造成後に
おいても、そのような望ましい状況にはならず、その
原因としてダンプが長い区間の堤防天端を進む途中で
他のダンプとのすれ違いができないことが想定される
ならば、堤防脇の所々に車両交換場所（待避場所）の
造成を考える必要がある。なお、締切資材の投入数量
があまり多くない場合等、現場条件によっては、待避
場所の造成に要する時間を考慮した上で、あえて待避
場所を造成しないという選択もあり得る。
　ところで、既報で紹介したものの中には待避場所と
しての車両交換場所を堤防脇に造成した事例は無かっ
たが、これは、堤防天端を通って締切資材を運搬した
全事例において堤防天端の通行区間が短かったことか
ら、旋回場所のみならず待避場所としての車両交換場
所を造成する必要がそもそも無かったためと思われ
る。今回聞き取りを行った範囲では、氾濫流のある中
での締切工事の事例ではないため既報では紹介しなか
ったが、堤防天端を約2km進んで堤防決壊箇所に到達
するという現場では、待避所としての車両交換場所を
堤防脇に造成していた。なお、２．１．３で紹介した
2kmほどダンプがバックで進んで旋回場所造成した事
例では、ブロックの投入個数があまり多くなかったた
めに、あえて待避所は造成していない。
　一般に車両交換場所は第2種側帯として取り扱われ
ているが、『解説・河川管理施設等構造令6）』には、
「第2種側帯の長さに関する規則第14条2号の規定は、
第2種側帯が概ね1kmごとに設けられるという前提で
定めている」と記載されていることから、第2種側帯
の整備が完了すれば、概ね1kmピッチで車両交換場所
として使用できる可能性のある場所が堤防脇に造成さ
れることになる。そこまで整備が進んでいない河川に
おいては、例えば、２．１．２で述べたように河道掘
削の残土処理として車両交換場所の造成を検討するこ
とも有用であろう。緊急締切工事の準備工として旋回
場所としての車両交換場所を堤防決壊箇所の近傍に造
成するのはやむを得ないとしても、待避場所としての
車両交換場所は、可能な限り平常時に整備しておき、
準備工としての待避場所の造成は締切工事の施工の効
率性の観点から最小限にとどめたい。このようなこと
から、待避場所としての車両交換場所の整備水準は、
緊急工事の際のアクセス路としての良否を左右する重
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　一方で、築堤工事の際の余盛りに加えて、天端の維
持補修等を適宜行ってきた結果、実際の堤防高が計画
築堤高よりもそれなりに高くなっている部分が見受け
られる。そのような場所の中には、堤防の規定の法勾
配で計画築堤高よりも高くしていった結果、計画築堤
高よりも現況堤防高が高くなっている分だけ、天端幅
が計画よりも狭くなっている箇所もあるようである
（図－1）。例えば、堤防の法勾配が堤内外ともに2割
の場合、現況堤防高が10cm計画築堤高よりも高けれ
ば、2割の法勾配をそのまま上方に延ばしていくと、
天端幅は計画よりも40cmも狭くなってしまうことに
なり（図－1）、このような堤防天端の狭さは締切工事
のネックになり得ることは既に述べたとおりである。
このような計画築堤高よりも高い堤防は、これまでは
堤防の計画断面を包含していることからあまり問題視
されていなかったが、近年の水害の激甚化傾向によ
り、深刻な堤防決壊が頻発するようになってきたこと
から、万が一の緊急締切工事に備えて、計画の天端幅
確保にも目を向ける必要がある。
　このような計画天端幅の確保、除草、砕石の補充等
の維持管理行為が適切に実施されているかどうかによ
り、緊急工事の際のアクセス路の質が大きく左右され
ることに留意されたい。

要な要素である。
２．１．５　トラフィカビリティ

　昔の大洪水の時には堤防が飽和してブヨブヨになっ
ていたという話を個人的に聞いたことがあるが、その
ような場合に車両が堤防天端を通ることはかなり厳し
いので、緊急締切工事の実施は困難であると思われ
る。しかしながら、そのような極端な場合を除いて
は、必要なトラフィカビリティを確保することで、堤
防天端等の作業用道路を堤防決壊地点へのアクセス道
路として機能させる必要がある。
　一般に堤防天端は市街地以外では砂利道であること
が多いため、堤防決壊の生じるような大雨が降った場
合には、天端がぬかるみ、ダンプ等が繰り返し通行す
るのに十分なトラフィカビリティを確保できなくなる
ことが考えられるため、緊急工事の施工中には適宜砕
石を天端に補充する必要がある。また、車両交換場所
のようなダンプが切り返しを繰り返すような場所で
は、敷鉄板の使用も考える必要がある。２．１．６で
述べる維持管理とも関連するが、平常時から計画的に
砕石を補充しておくことが緊急工事の際のアクセス路
としての質を左右し、緊急工事中の砕石の補充を減ら
すことにもなるため、日頃の維持管理が重要である。
なお、最近、危機管理型ハード対策の一環として、堤
防天端のアスファルト舗装が市街地以外でも進んでき
ているが、舗装は堤防決壊までの時間を引き延ばすだ
けではなく、万が一、堤防決壊が生じた後の緊急締切
工事の際にもトラフィカビリティの確保という観点か
らアクセス路の質を大幅に向上させるはずである。
２．１．６　維持管理

　２．１．２及び２．１．３でも言及しているが、完
成堤防であれば、河川管理施設等構造令の第21条に基
づいた天端幅が確保されているはずである。また、暫
定堤防についても河川管理施設等構造令の第32条に関
する課長通達によれば、「一般には計画天端幅以上で
施工するよう努めるものとすること」となっているこ
とから、少なくともこの通達の発出以降に施工された
暫定堤防では基本的には計画天端幅が確保されている
はずである（詳細は、『解説・河川管理施設等構造令6）』
を参照されたい）。
　しかしながら、維持管理が適切に実施されていない
と、例えば、天端の肩の小規模な侵食や崩壊が放置さ
れ、計画の天端幅が確保されない状態になり得る。ま
た、堤防除草が適切に実施されていないと、繁茂した
草木で天端の見通しがきかなくなり、車両の通行自体
が困難になりかねない。

図－1　堤防高が計画よりも高い分だけ天端幅が

 計画値未満となっている完成堤防

２．２　締切資材の投入重機や運搬車両の調達

　緊急締切工事の際には、締切資材（ブロック、割石、
大型土のう等）を運搬する車両（ダンプ、平ボディ等）
や、資材を決壊口に投入するための重機（バックホウ、
クレーン等）を使用するため、これらの調達が必要と
なる。以下、締切資材の投入重機や運搬車量に関する
留意事項等を述べる。
２．２．１　締切資材の投入重機

　既報で紹介した事例の内、緊急工事ではないために
時間的に余裕を持った重機の調達が可能であった石狩
川の事例を除くと、6事例の全てでバックホウが締切
資材の投入重機として使用されていた。一方で、6事
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ような仕組みがあってもよいのではないかと思われる。
　次に、クレーンは大別すると、クローラークレーン
（キャタピラで走行）とホイールクレーン（タイヤで
走行、大半がラフテレーンクレーン）の2種類がある
が、クレーンを使用する場合には、どちらのタイプの
クレーンを使用すべきかメリット・デメリットを考慮
して選定する必要がある。ちなみに、平成28年8月の
北海道豪雨の際の緊急締切工事の現場で使用されたク
レーンの大半はラフテレーンクレーンであった。ラフ
テレーンクレーンはアウトリガーの占有幅が大きいた
め、クローラークレーン以上に幅広の作業ヤードが必
要となる等のデメリットはあるものの、現場までの自
走が可能なため、クレーンの中では最も早く現場に到
着し、現場での組立も不要であることが評価された結
果と思われる。なお、クローラークレーンは公道での
走行が不可であるため、トレーラーでの運搬が必要に
なる他、現場での組立等の時間も必要になるため、ラ
フテレーンクレーンに比べると、迅速な作業着手は難
しい。一方で、キャタピラ走行のため軟弱地盤での施
工に強く、アウトリガーの張り出しを必要としないた
め、ラフテレーンクレーンほどの幅広の作業ヤードは
不要である他、クレーンの移動が多い場合には、アウ
トリガーやブームの収納・張り出し作業が不要なため、
効率的な施工が可能になるというメリットがある。
　以上のことから、緊急締切工事の初期段階には欠口
止工や漸縮工＊1等のバックホウで可能な限り締切作業
を進め、紹介した中小河川の事例のようにバックホウ
で最後まで施工できるようであれば、クレーンの使用
無しに最後まで施工することが効率的であろう。一方
で、せめ部の流速が非常に大きくなり重い締切資材が
必要となる場合には、クレーンの使用が予測されるの
で、十勝川の事例のようにバックホウでの締切作業に
加えて、クレーンヤードの造成も行い、しかるべきタ
イミングでクレーンを使用できるように準備を進める
ことが必要であろう。ただし、クレーンは強風時には
使用できないので、その点には注意が必要である。
２．２．２　締切資材の運搬車量

　一般に、締切資材として使用されるブロックや大型
土のうの運搬には大型の平ボディトラックが、割石や
土砂等の運搬には10トンダンプが用いられることが多
い。しかし、平成28年の北海道豪雨では、災害が同時
多発的に発生したために、平ボディの調達が困難にな

例の中でクレーンの使用は十勝川の事例のみで、クレ
ーンの使用開始時期は工事着手から6日目以降であっ
た。したがって、紹介した事例の中には、緊急工事の
初期段階でクレーンを迅速に調達して直ちに使用した
現場は無かったことになる。特に緊急締切工事では、
早期の工事着手及び完了が求められることから、北海
道内での保有台数がクレーンよりも圧倒的に多く、迅
速な調達が容易で、短時間の内に現場で実際に使用す
ることのできるバックホウが紹介事例において多用さ
れることになったのではないかと考えられる。また、
天端幅3mの女満別川の事例からも明らかなように、
バックホウは狭い堤防天端の上でも使用することがで
きる上に、大型土のう等の締切資材を吊る（柴山沢
川、サラカオーマキキン川等）以外にも、バケットを
用いて決壊口に割石や砕石等を投入したり（柴山沢
川、女満別川等）、アタッチメントをグラップルに交
換して大型土のうをつかんで投入する（サラカオーマ
キキン川）等、使用する資材に応じて、様々な使い方
ができることから、使い勝手の良さも施工業者に評価
されているものと思われる。堤防決壊の図上訓練では
決壊口に締切資材を投入する重機としてクレーンを想
定する場合が多いが、このような重機の使用実態を踏
まえた上で、バックホウの積極的な活用を考えるべき
であろう。
　一方で、クレーンは3トン以上の重い資材を吊ること
ができる他、かなり離れた場所にも投入できるという
大きなメリットがあるので、このような機能が必要な
場合には、クレーンを使用することになる。実際に十
勝川の事例（下流側の締切箇所への資材の移動や10ト
ンの石籠の締切部への投入）や石狩川の事例（離れた
場所への締切資材の投入）では、クレーン無しでの施
工完了は不可能であった。なお、先にも述べたように
北海道内でのクレーンの保有台数はバックホウに比べ
て圧倒的に少ないため、平成28年8月の北海道豪雨災
害の時のように同時多発的な災害が発生した場合には
迅速なクレーンの調達が難しい場合も多く、また、こ
のような状況でクレーン作業が一段落したからと言っ
てクレーンをいったん手放してしまうと、他の建設会
社の現場にまわされてしまい次回の調達の見通しが立
たなくなることから、クレーンを使用しない日があっ
ても存置し続ける現場が多くなると考えられる。この
ような点には留意が必要である。また、もし、短期間
でもかまわないのでクレーンを使用したいという現場
が近傍にあれば、台数の少ない貴重なクレーンである
からこそ、使用しない期間だけでも他の現場にまわす

＊1 ブロックや石等を決壊口に投入して締切を徐々に延伸さ
せていく工事
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や小回りの良さをあらためて評価すべきであろう。な
お、柴山沢川の事例でも若干言及しているが、このよ
うな積替を行う場合には、現場近くで作業ヤード用の
土地の確保が必要なので、この点にも注意を払う必要
がある。
　また、写真－4をよく見ると、路面の汚れ具合から、
ダンプでも左岸側の一般道から堤防天端に入るために
左折する際には、反対車線にまではみ出て大きく膨ら
む必要のあることがわかる。一定の幅員未満の道路の
交差部には、車両や人の通行の安全を確保するため
に、一辺を2mとする二等辺三角形の部分を空地とし
なければならないということが多くの自治体で定めら
れており、「角敷地の建築制限」、いわゆる「隅切り」
のルールがあるのだが、堤防天端が兼用道路となって
いない場合には、橋梁の袂には隅切りは設けられてい
ない箇所がかなり見られる。堤内地から堤防に上がる
ために河川管理者自らが設置する取付道路では、河川
管理者の車両が取付道路から堤防天端に入る部分で曲
がることが前提になっているために、1辺2m程度の隅
切り7）等が設けられている。その一方で、橋梁の袂に
おいては、道路管理者が橋梁と橋梁への取付道路を建
設することもあり、対象とする車両は一般車両であり、
堤防天端が兼用道路となっていない限りは、一般車両
が橋梁の袂で一般道から堤防天端に曲がって入ってい
くことを想定していないために、隅切り等が設けられ
ないものと推察される。なお、堤防天端が兼用道路と
なっていない場合でも橋の袂に隅切り等が設けられて
いる箇所も見られるが、このようなケースの大半は、
橋梁設置後に橋梁の周辺で実施された河川工事の際に
設けられ、河川工事完了後もそのまま存置されたもの
と思われる。
　したがって、堤防天端が兼用道路になっていない場
合でも隅切り等の設置を原則としておけば、緊急締切
工事の際にもダンプ等が橋梁の袂から堤防天端に、よ
り円滑に進入できるようになるので、今後の検討課題
としてはどうかと考える（写真－4）。
　また、２．１．３でも述べたように、車体上部が回
転するキャリアダンプはバック不要という大きなメリ
ットがある。また、車体上部が回転しないタイプのキ
ャリアダンプでもトラフィカビリティのあまり良くな
いところを走行できるメリットがある。例えば、空知
川の堤防決壊箇所（写真－5）において足場の悪い河
道内で土砂運搬を行っている車両は全てキャリアダン
プであるように、現場条件によっては、使用する価値
が非常に高い。しかしながら、普通の10トンダンプと

り、ブロック等を10トンダンプで運搬している事例が
かなり見られた（写真－3）。平ボディを用いた方が1
回で運搬できるブロック等の個数が多いため、運搬効
率は良いのだが、これについて現場代理人の方にうか
がったところ、ダンプトラックでブロック等を運ぶと
確かに運搬効率は落ちるが、ダンプはブロック以外に
も土砂や砕石等も運ぶことができるので、運搬資材が
替わっても継続的に使用できることから、意外と使い
勝手が良かったという話があった。また、既に述べた
ように、旋回場所を造成する必要のある場合には、平
ボディからダンプに積み替えた上でブロック等を決壊
地点に運搬することが良い場合もあり得る。さらに、
今回紹介した事例の中には、一般道から堤防天端に入
る部分でほぼ直角に曲がる際に、車両の長い平ボディ
では大きな回転半径が必要になるために堤防天端に進
入できない場所もあり（写真－4）、その現場では、
10トンダンプに資材を積み替えて決壊地点の現場まで
運搬していた。これらの事例から、ダンプの使い勝手

写真－4　大型の平ボディトラックの進入不可の場所及び

隅切り設置の一例（イメージ） 　　

（土木学会北海道豪雨災害調査団提供　一部加筆）

写真－3　ダンプトラックによる根固ブロックの運搬状況

（土木学会北海道豪雨災害調査団提供）
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のブロック等の調達や、石狩川の事例の考察のところ
で説明した流出防止補助工法（後から投入したブロッ
ク等が、その前に投入した構造物に引っかかって停止
しやすくなるために、鋼材を組み合わせた構造物等を
最初に決壊口に投入する工法）の実施、ワイヤーによ
る締切資材の連結、さらには、流速が遅くなり得る川
裏側での締切作業（２．４．２参照）も検討すべきで
ある。
　なお、既報の空知川の事例で見られたように、現地
にある材料（河床材料、流木等）の使用も頭の中に入
れておくことが望ましい。
　ここで特に注目すべきことは、女満別川やサラカオ
ーマキキン川では氾濫流が堤内に勢いよく流れ込んで
いる状況下でも割石や大型土のうがほとんど流出する
ことなく締切が無事完了したことである。このことか
ら、女満別川やサラカオーマキキン川程度まで（堤々
間が60m程度までで、河床勾配が1/700程度以下）の
中小河川であれば、非常に重い資材を使用しなくて
も、氾濫流のある中で決壊口を締め切ることのできる
可能性が高いと考えられる。非常に重い資材を使用す
る必要がなければ、大型土のう等の比較的調達が容易
な締切資材を使用できる可能性が高まるほか、天端幅
が余り広くない現場条件の中でクレーンを使わずにバ
ックホウのみで締切資材の投入を完結できる可能性が
高くなり、結果として緊急締切工事の効率的な施工の
可能性が高まることになる。一般に中小河川は大河川
に比べて整備水準が低く、それに応じて越水等による
堤防決壊の可能性も高くなるが、中小河川での氾濫流
がある中での締切は、堤防天端幅が狭く、出水の継続
時間が短いという不利な面もある一方で、比較的迅速
に調達しやすい締切資材と重機だけで締切作業を完了
できる可能性が高いという有利な面もあると考えられ
るので、中小河川においても女満別川やサラカオーマ
キキン川のように氾濫流のある中での締切工事の実施
を積極的に検討すべきと考えられる。
　一方で、大河川の堤防決壊の場合は、十勝川の事例
（切り替わった主流路の締切）で10トンもある石籠を
使用したことからもわかるように、根固ブロック等の
より重い締切資材の使用が必要になる可能性が高く、
クレーンの使用を考えなければならない場合が多いと
思われる。その一方で、大河川の場合は堤防天端幅が
広いという施工効率を向上させる要素もあることに留
意する必要がある。例えば、計画高水流量が2,000m3/s
以上5,000m3/s未満までの場合の天端幅の最低基準は
5m、5,000m3/s以上10,000m3/s未満では6m、10,000

２．３　締切資材の選定

　例えば、昭和49年の多摩川水害では、投入された10
トン近くもある牛枠や5トンのテトラポットが流され
たことが記録されており8）、一般に決壊口に投入した
締切資材の流出割合が高まると締切作業がなかなか進
捗しなくなってしまうため、使用する締切資材の選定
は非常に重要である。出水時の施工ではない石狩川の
事例を除くと、既報での紹介事例の中では、締切実施
箇所における河川規模の大きな十勝川の事例で、投入
資材（ブロック、割石）のある程度の流出が確認され
ているが、それ以外の5事例では、投入資材の流出は
ほとんど発生しなかった。中小河川では河川規模に応
じて締切部内の流速・水深・流量やブロック等の投入
資材に作用する流体力が比較的小さくなる傾向にある
と考えられるため、締切工事が進んで締切部が狭くな
っても、ある程度の重さのある資材は流出しにくかっ
たのではないかと思われる。一方で、河川の規模が大
きくなるにつれて、締切部内の流量や流体力等も増え
る傾向にあると考えられるため、締切部が狭くなって
くると、ある程度の重さのある資材でも流出する可能
性が高くなるのではないかと思われる。
　次に、石狩川の事例の考察でも述べたが、ブロック
の形状等の重さ以外の要因によっても締切資材の耐流
速性（流出しやすさの程度）はかなり変わり得るの
で、このようなことまで考慮した適切な資材の選定及
び備蓄ブロックの特性の把握が必要である。また、せ
め部での締切資材の流出防止対策としては、十分な重
さの資材を使用することが基本であるが、万が一、十
分な重さの資材が河川管理者の手近なところで迅速に
調達できない場合には、十勝川の事例で紹介した港湾

比べると北海道内での保有台数が圧倒的に少ないの
で、繰り返しになるが、確実かつ迅速な調達は必ずし
も期待できないので、注意を要する。

写真－5　空知川の河道内土砂の運搬状況2）
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m3/s以上では7mである（表－2）。5mの天端幅があ
れば、例えば、占有幅の比較的小さい50トン程度のク
ローラークレーンは天端からブロックを問題無く投入
することができる（ただし、ブロックをある程度投入
した後には、砕石投入のためにダンプ等に堤防の先端
部分を譲る必要があるため、クレーンが使用可能な待
避場所を用意する必要も考えられる）。また、天端幅
が6mあれば、２．１．３で述べたように、ダンプのす
れ違いが可能なので、ダンプの待避場所の造成も必要
ない（ただし、旋回場所は必要）。このように、大河
川での氾濫流がある中での締切は、重い締切資材やク
レーンを使用する可能性が高くなるため、資機材の迅
速な調達が困難な場合も考えられるので、それに応じ
て施工効率の低下する可能性がある。しかしながら、
大河川は一般に上記のように堤防天端が広いという有
利な点があるほか、水位観測が充実していること、数
値計算による洪水予報が進んでいること、水位上昇速
度が中小河川よりも急激ではないことから、堤防決壊
前にある程度の準備を進めることも可能である。ま
た、洪水継続時間が長いという観点からは、氾濫中の
締切工事の完了という可能性が高まる場合もあると思
われる。したがって、大河川では、このようなメリッ
トを最大限活用して、重い締切資材やクレーンの使用
というデメリットをカバーするように努めるととも
に、柴山沢川の事例の聞き取り調査における河川管理
者の発言にもあるように、毎年実施している堤防決壊
の図上訓練を、実際の豪雨災害時の対応を踏まえたよ
り実践的なものに改良していくことで、万が一の場合
のより円滑な施工を追求していく必要があると考えら
れる。

２．４　締切方法（荒締切工）

　ここでは、氾濫流がある中での締切方法（荒締切
工）について、特に、欠口止工、施工位置（締切法線）、
決壊口の逃げ及びせめ工に関する考察を述べる。
２．４．１　決壊初期における欠口止工

�『堤防決壊部緊急復旧工法マニュアル5）』には、欠
口止工について、決壊口の拡幅速度の大きい側に重点
を置きつつ、両側から実施するという趣旨の記載があ
るが、ここでは、「決壊口の拡幅速度の大きい側」に
ついて考えることとする。
　例えば、女満別川（河床勾配は約1/700）の事例で
は、4月号1）で記載したように、決壊口が下流側に徐々
に広がっていったことを現場代理人の方が証言してお
り、写真－6、7の比較からも主に下流側に決壊口の広

がっていったことがわかる。また、空知川上流決壊箇
所（河床勾配は約1/180）では、決壊口拡大の目撃者
はいないものの、その後の現地調査結果や数値計算の
結果から、決壊口の拡幅が主に下流方向に進んでいっ
たことが推測されている9）。また、十勝川千代田実験
水路10）（河床勾配は1/500　以降「千代田実験水路」
と称する）での実物大スケールの堤防決壊実験では、
氾濫流の主流部が決壊口内の下流側に位置し、この流
れが下流側堤体にぶつかり堤体が侵食されるため、決
壊口の拡幅は下流方向に卓越するとされている11）（写

真－8）。このように、河床勾配が比較的急な河川の堤
防決壊では、決壊口の下流への拡幅速度が上流への拡
幅速度に比べて大きくなる。さらに、島田らの数値解
析の結果によると、勾配の急な河川の堤防決壊では、
決壊口の拡大は下流方向に卓越し、勾配の緩い河川で
は、決壊口の拡大は勾配の急な河川ほど顕著ではな
く、その一方で決壊口の洗掘が顕著になり落掘が発達
するとされている12）。以上のことから、特に、河床勾
配が比較的急な河川では、堤防決壊後の比較的早い段
階で欠口止工の実施が可能な場合には、下流側の欠口
止工を重点的に実施すべきで、上流側の欠口止工の実

写真－6　女満別川の堤防決壊直後の堤防の状況1）

写真－7　女満別川の割石等による締切が完了した状況1）
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の荒締切を設置すれば、氾濫流が堤内に拡散して氾濫
流の流速が小さくなり施工性が良くなる場合がある
他、荒締切からの越流を許容した形で締め切れば（河
川水位が下がった時点で越流が自然停止する）、せめ
部が発生しないメリットがある（図－3）。一方で、
荒締切の施工延長が長くなる、堤内地の用地借上が広
範囲になる、本堤防の復旧工事の際に荒締切を仮締切
として活用できないというデメリットがある。
　また、荒締切の施工位置を決める上で特に留意すべ
き事項としては、施工ボリュームを減らす観点から、
落掘等の深掘箇所を避けて地盤の高い部分で荒締切を

写真－8　千代田実験水路における決壊口の拡幅状況

図－3　せめ部が発生しない川裏での荒締切の一例

図－2　締切法線図（一部修正）5）

施は二の次ということになる。
　なお、女満別川の事例の聞き取り調査でも現場代理
人の方が述べていたが、決壊口が拡大していく中での
欠口止工の実施に際しては、決壊口の拡幅速度や重機
等の退避を考慮に入れることが安全管理上必須であ
る。堤防の最先端部まで重機が進むことは避けるべき
なので、例えば、バックホウのアームを可能な範囲で
最大限伸ばした上で先端部から少し離れ箇所で資材を
バケットから直接決壊口に投入する方法や、吊り上げ
たブロック等を先端部から少し離れた場所にいったん
置いた上で、バックホウのバケットを使ってブロック
等を押し出して決壊口に投下する方法、さらには先端
部から少し離れた場所の堤防の天端や法面にブロック
等を並べていき、決壊口の拡幅がある程度進むと天端
等に並べたブロックが自然と決壊口に落ちて欠口止工
として機能するというような方法を採ることが必要で
ある。最後に述べた手法については、島田らによる千
代田実験水路における決壊口の拡幅抑制実験等が実施
されているので参照されたい13）、14）、15）。
２．４．２　荒締切の施工位置（締切法線）

　荒締切の施工位置には、①在来堤防法線、②川表側
（堤外側）、③川裏側（堤内側）の3種類があり（図

－2）、現場条件に基づき、この中から最適なものを
選択する必要がある。①は、荒締切の施工延長が短い
というメリットがある一方で、非出水期での施工の場
合を除き、本堤防の復旧工事の際には、仮締切を設置
した上で荒締切を撤去し、本堤防を築造しなければい
けないというデメリットがある。これに対して、②は、
荒締切が本堤防の復旧工事の仮締切として活用し得る
メリットがあるが、荒締切の施工延長が①よりも長く
なる他、河川の流下能力を阻害するデメリットがあ
る。③は、堤内に決壊口の幅に比べてかなり長い延長
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　なお、上述の地盤高の低い場所を避けて荒締切を実
施するという観点から、荒締切工に着手する前に必要
に応じて可能な範囲で測量を実施することが望まし
い。『堤防決壊部緊急復旧工法マニュアル5）』にも決
壊状況を把握するために測量を実施する旨の記載があ
る。なお、実際には、測量に必要な人員や資機材が揃
い、かつ決壊口周辺の流速が小さくないと測量はでき
ないため、常に工事着手前に測量が実施できるとは限
らないが、仮に施工前の実施が不可能であっても、施

工の見通しを立てるという意味で施工中に測量を行う
意義も大きい。堤防決壊箇所の締切ではないが、十勝
川の事例では締切工事に着手する前に測量が実施され
ている他、柴山沢川の事例では、深掘箇所の延長を確
認するために締切工事の実施中に測量が実施されてい
る。また、測量ではないものの、女満別川やサラカオ
ーマキキン川の事例では、バックホウのアームを決壊
口に入れて概ねの水深を推定して、施工の見通しを立
てようとしていた。
２．４．３　片側締切に伴う決壊口の逃げ

　ここでは、既報で説明した締切の事例を、決壊口の
両側からの締切（以降、「両側締切」と称する）と、
片側からのみの締切（以降、「片側締切」と称する）
に分類した上で、「決壊口の逃げ」について考える。
なお、5月号2）で紹介した締切工事の事例は堤防決壊
に伴うものではないので、厳密には、これらの事例の
説明の中で、堤防決壊箇所の関連用語である「決壊
口」、「決壊口の逃げ」、「欠口止工」、「漸縮工」「せ
め工」、「せめ部」等の用語を使用するのは適切では
ない。しかしながら、文章表現を簡潔にするために、
２．４．３及び２．４．４では、便宜的に5月号2）の
事例の説明の中でも、これらの用語を使用しているの
で、御容赦いただきたい。
（１）事例の分類等

　まず、既報で説明した事例の内、決壊口の両側に重
機や資材等を配置して両側締切を実施した事例の有無
を確認すると、4月号1）で紹介した事例では両側締切
の事例は一つも無く、5月号2）で紹介した事例では、4
月号1）とは対照的に、紹介した3事例全てが両側締切
であった。ここで、5月号2）で紹介した3事例の内、石
狩川の事例は緊急工事ではないことから、これを検討
対象から外した上で、残りの2事例を見ると、十勝川
の事例では締切延長の大半は上流側からの施工であ
り、下流側からの施工延長はわずかである。また、空
知川の事例でも中州側からの締切延長はかなり大きく
なってはいるものの、中州側では最後のせめ工の際に
は前進するのではなく現状維持（実質的には欠口止工
の実施に等しい）を目標にひたすら土砂を投入してい
たことから、左岸の陸上側から実施したせめ工と比べ
ると作業内容の質的な違いが見られる。以上のことか
ら、緊急工事ではない石狩川の事例を除くと、既報で
紹介した6事例の内、片側締切で最後まで施工したの
が4事例で、残りの2事例は両側締切ではあるものの、
両側がほぼ等しく締切作業を行ったというよりも、一
方が締切の中心的な作業を担い、片側は補助的な役割

実施するということがあげられる。
　主として、以上のことを考慮して荒締切の施工位置
を決めることになるが、特に氾濫流のある中で締切工
事を行う場合に最優先で考えるべきことは、迅速に荒
締切を完了させることである。
　ここで、4月号1）で紹介した緊急締切工事の4事例を
見ると、締切の施工法線を決めるにあたり、川幅（流
下能力阻害）、施工ボリューム及び地盤高（深掘箇所
の回避）に特に注意が払われていたと考えられる。具
体的に説明すると、柴山沢川、女満別川及びサラカオ
ーマキキン川の3河川は中小河川であるため川幅が狭
く、流下能力を著しく阻害する川表側の荒締切は現実
的ではない。また、氾濫流のある中での狭い場所での
施工となり現場条件が厳しかったことに加え、天端拡
幅やぬかるみへの砕石等の投入等の準備工的なものに
もそれなりの時間をかけざるを得なかったことから、
施工延長を最小にするために、在来堤防法線で施工が
行われたものと考えられる。また、空知川では、主流
路が側方侵食により堤防法線付近まで移動していたこ
とから、侵食により地盤高が低くなった場所を避ける
ように小堤防を築造して決壊口を締め切ることが合理
的であることから、川裏側に変則的な法線で小堤防が
築造されることとなった（写真－9）。

写真－9　地盤高を考慮した小堤防の法線（空知川）1）
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験でも同様な現象が確認されている3）。
　また、5月号2）で紹介した2事例（十勝川、空知川）
では、締切部にかなり強い流れがあったが、両側締切
を行ったため、決壊口の逃げを延々と追いかけるよう
な事態を避けることができた。しかし、十勝川の事例
では、下流側の欠口止工が実施される前の段階で、す
なわち、片側締切を実施している最中に、決壊口の逃
げが発生している。また、空知川の事例では、作業の
後半において中州側からひたすら土砂を投入し、中州
側から築造した締切が後退していかないようにしてい
たことから、仮に土砂を投入していなければ、中州側
に決壊口が逃げたことは確実である。
　次に、片側締切の4事例の内、4月号1）で紹介した空
知川と柴山沢川の事例では、決壊口を通過する流量も
しくは流速がかなり小さくなっていたことから、これ
らの2事例では片側締切であっても決壊口の逃げが発
生しなかったと考えられる。一方で、女満別川とサラ
カオーマキキン川の事例では、氾濫流が勢いよく堤内
地に流入している状況下で片側締切を実施したため、
ある程度締切作業が進むと決壊口の逃げが発生したも
のと考えられる。
　以上の6事例から、決壊口の逃げについてまとめる
と、両側締切及び決壊口内の流速が小さい場合の片側
締切では、決壊口の逃げはほとんど発生しないが、決
壊口内の流速が大きい場合の片側締切では、洪水流量
が急激に減少する等の限られた場合を除いては、ある
程度締切が進んだ時点において、決壊口の逃げが程度
の差こそあれ高い確率で発生すると考えられる。な
お、決壊口の逃げが発生するタイミングについては、
事例により様々であるため、明確にこの程度まで締切
が進んだ時と言うことは難しい。堤防法線と平行な垂
直面で切った決壊口の断面形状や洪水のハイドログラ
フの形状（特に決壊後の河川流量の低減ペース）等の
様々な要因が逃げの発生するタイミングに影響してい
るものと思われる。
（３）決壊口の逃げへの対策

　決壊口の逃げの発生を防ぐためには、両側締切を行
うことが基本であるが、既報で紹介した事例の中で
は、そもそも両側締切を行うには堤防天端等の作業用
道路の条件がアクセス路としては悪過ぎるために、や
むを得ず片側締切を実施せざるを得なかった事例にお
いて逃げが発生している。したがって、アクセス路の
条件を無視した一般的な両側締切の実施は決壊口の逃
げへの対策としては現実的ではなく、もし現場がその
ような両側締切の指示を仮に堤防決壊直後に受けたと

にとどまっていたことがわかる。すなわち、両側がほ
ぼ同等に締切作業を行ったものは6事例の中には存在
しない。
　一方で、『堤防決壊部緊急復旧工法マニュアル5）』
によると、欠口止工、漸縮工及びせめ工のいずれも両
側から実施することになっている。ここで、両側締切
に関するマニュアルと実態の乖離の原因について、
２．１で述べた堤防決壊地点までのアクセス路の良否
という観点から既報の6事例をもとに説明すると、決
壊口へのアクセス条件の良い方の堤防天端等の作業用
道路はアクセス路として十分に活用できるレベルであ
ったものの、残りのアクセス条件の悪い側は以下の①
～③のいずれかの理由により、アクセス路として十分
に活用できるレベルに達していなかったため、結果と
して、片側締切が多く、両側締切が実施された場合で
も両側がほぼ同等に締切作業を行った事例が無かった
と言うことができる。
①堤防天端等の作業用道路に物理的に、もしくは安全
管理の観点から進入できない。

②堤防天端等の作業用道路を進む距離が長すぎて、天
端拡幅等の改良が非現実的である。

③堤防天端等の作業用道路にバックホウは進入できる
が、ダンプ等の資材運搬車両は進入できない（短時
間の内に資材運搬車両が進入できるようにすること
は非現実的である）。

　①及び②が片側締切を実施せざるを得なかった理由
である。③については、必要十分な量の資材を決壊口
の両側に供給できなかったことから、十分な締切資材
の供給を受けた側が締切の中心的な役割を担い、もう
一方の側はそこまでの役割を果たすことはできずに、
結果として欠口止工の実施程度の作業しかできなかっ
たことの理由となる。
（２）決壊口の逃げ

　片側締切を実施すると、「決壊口の逃げ」という問
題の発生する場合がある。紹介した事例のような片側
締切を実施すると、締切作業を行っていない側では欠
口止工を実施していないために、締切がある程度進む
と、それ以上締切を前進させても、締切を実施してい
ない側の堤防等が決壊していき、決壊口がほとんど狭
まっていかなくなることがあり、このような事態に陥
ると、締切作業が進まないことから、氾濫流がある中
での緊急締切工事の完了が不可能となってしまう。実
際に、決壊口の逃げは、例えば、昭和55年の淀川大堰
緊急締切工事に関する記録16）にも記載されている他、
最近実施された千代田実験水路の1/20の縮尺の模型実
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　このように物理的に片側締切以外に選択の余地が無
い場合には、締切作業を実施している側に大型クレー
ン用の広いヤードを造成して、クレーンにより欠口止
工の実施に必要なボリューム以上の締切資材を、締切
作業を実施していない側の堤防先端部に直接投入する
方法が考えられる。もしくは、十勝川の事例のように
重機のみが何とか締切作業を行っていない側に進入す
ることができる場合には、クレーンからの直接投入で
はなく、クレーンで吊った資材を重機のそばに仮置き
した後に、重機で資材を希望の場所に投入することも
あり得る。しかし、この場合は仮置きの手間が余分に
かかる他、仮置きのスペースも必要になることから、
適用可能な現場は限られると思われる。
　その他の方法としては、締切作業ができない側への
締切資材の投入にヘリコプターを使用する方法が考え
られる。日本ではヘリコプターを用いた堤防決壊箇所
での締切作業の実施例はまだ無いと思われるが、平成
16年の新潟県中越地震では、地すべりによって天然ダ
ムが形成された際の対応で、ヘリコプターによるブロ
ックの運搬・据え付け作業が行われた実績がある17）。
また、国土交通省北陸地方整備局では、ヘリコプター
を用いた堤防決壊時のブロック投入工法が検討されて

ある上流側からの片押し作業、つまり片側締切を実施
せざるを得なかった。ところで、一連区間で複数箇所
の堤防決壊が発生することは滅多にないことと思われ
る方がいるかもしれないが、例えば、北海道内の直轄
区間では昭和56年8月洪水でも、石狩川本川下流部
（写真－10）や幌向川で、そのようなタイプの堤防決
壊が発生していることから、一連区間で複数箇所の堤
防決壊は、決してほとんどあり得ないというものでは
ない。

しても、アクセス条件の悪過ぎる側があれば、その実
施は不可能である。
　女満別川及びサラカオーマキキン川の事例からもわ
かるように、中小河川での締切であれば、元々決壊口
の幅がそれほど大きくない可能性も高く、決壊口がそ
れなりに狭くなるまでは決壊口があまり逃げないこと
がある程度期待できるため、締切作業を行っていない
側の堤防先端部までバックホウのアームが何とか届
き、欠口止工を実施できることもあり得るので、これ
に期待してバックホウを用いて片側締切を進めるとい
う選択肢がある。ただし、確実な方法とは言い難い。
このため、アクセス条件の悪い側からの締切作業につ
いては、仮に締切可能延長がほんのわずかになりそう
であっても、決壊口の逃げを防ぐための最低限の欠口
止工という意味で実施すべき場合もあると考えられ
る。これは中小河川のみならず、大きな河川でも言え
ることである。実際に、昭和56年の小貝川の堤防決壊
では、アクセス条件が悪いために片側の締切工事の着
手が遅れたため、先行した側の締切作業の進捗を調整
して決壊口が逃げていくのを防いだ旨の文章が記録誌
に記載されている4）。ただし、柴山沢川の事例に関す
る聞き取り調査の際に現場代理人の方が言及している
ように、両側締切を行うためには、調達した重機やダ
ンプ等を決壊口の両側に分配する必要があるため、重
機等の調達量が不十分である場合には、アクセス条件
が悪いために施工効率が極めて低い側にも重機等を配
置すると、施工効率の良い側の締切作業にも影響を及
ぼしかねない。したがって、このような場合には、施
工当初は施工効率の良い側のみで締切作業を進め、重
機等の追加調達ができた時点で、施工効率の悪い側か
らも最低限の欠口止工等に着手することがより現実的
であろう。ただし、このような場合には、先ほど述べ
た小貝川の事例のように、先行して着手した側の締切
作業を一時休止するようなこともあり得る点に留意す
る必要がある。
　また、何らかの理由でアクセス条件の悪い側からの
締切作業が物理的に全く不可能という場合も実際には
あり得る。例えば、堤防天端につながる一般道の浸水
のために片側からしか決壊口に近づけないという場合
が考えられる。また、4月号1）で概要を紹介した空知川
の堤防決壊のように、一連区間で2箇所の堤防決壊が
発生した場合も片側締切しかできない可能性が高い。
実際に空知川では氾濫流量がかなり減少していた時点
で締切作業を実施したために決壊口の逃げが発生する
ことはなかったが、決壊口へのアクセスが可能な側で

写真－10　一連区間で2箇所の堤防決壊が発生した石狩川本川

（北海道開発局提供）
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２．４．４　せめ工

　十勝川の事例のように、締切の最後に残ったせめ部
では、流速が非常に大きくなっているため、漸縮工と
同じようなスピードで施工すると、流速がますます大
きくなり、それに伴い、締切資材の流出やせめ部の洗
掘も進みかねないことから、短時間の内に締切資材を
一気に投入して締切を完了する必要がある。このた
め、必要な資材の量を見積もり、その量の資材を短時
間で投入する施工計画を立てることが望ましい。ま
た、せめ部の位置としては、できるだけ投入する資材
の少ない方が良いことから、洗掘の進みにくい地質の
固い箇所、水深の比較的浅い箇所等が望ましいと『堤
防決壊部緊急復旧工法マニュアル5）』に記載されてい
る。つまり、せめ工の実施しやすさという観点から、
せめ部をどこに設定するかを予め決めておくというこ
とである。また、同マニュアルには、あらかじめ捨石
等をせめ部に投入しておき洗掘防止対策を行うことも
記載されている。なお、当然のことながら、せめ部で
の高速流に対しても締切資材が流出しづらくなる対策

（十分な重さのある資材の使用、軽めの締切資材をト
ラップする流出防止補助工法の採用、締切資材の連結
等）も必須である。
　既報で紹介した事例の中で、せめ工の実施の際に採
用された具体の対策としては、女満別川及びサラカオ
ーマキキン川での洗掘防止（割石、大型土のうの事前
投入）、十勝川及び石狩川でのより重い締切資材（10
トンの石籠、2.5トンのブロック）の使用、5月号2）で
紹介した空知川での流木の使用（投入した土砂の流出
防止）、十勝川及び石狩川での迅速な締切資材の投入
（石籠を積み上げた上での決壊口への押し出し作業、
63トンの大型ブルドーザの使用）があげられ、氾濫流
の流速が小さいため、特別な対策の必要の無かった4
月号1）の空知川と柴山沢川の事例を除き、結果として
どの事例もせめ工において何らかの工夫を行っていた
ことがわかる。
　次に、先ほど述べたせめ部の位置選定についてであ
るが、紹介した事例の中には、せめ工の実施しやすさ
という観点から、位置選定を予め行った上でせめ工を
実施したものは無かった。この理由としては、２．

４．３で整理したように、緊急工事として紹介した6
事例は、片側締切か、両側締切ではあるものの片側は
補助的な役割を担っていたにすぎなかった事例ばかり
であり、両側から選定した位置に向かって作業量を調
整しながら締切作業を進めることのできる状況ではな
かったのではないかと考えられる。なお、緊急工事で
はない石狩川の事例では、軟岩が低水路に露出してい
ることから、比較的浅いところに軟岩が露出している
場所があれば、そのような箇所をせめ部として選定す
る方法もあり得ると思われる。ただし、聞き取り調査
の結果では、冬期間の施工のため、締切工事の施工条
件が洪水時の締切よりも厳しくないことから、せめ工
の実施しやすさよりも、締切とは関係の無いその他の
様々な要因も考慮して、せめ部の場所を決めたとのこ
とであった。よく考えてみれば、洗掘の進みにくい地
質の固い箇所や水深の比較的浅い箇所等の情報を事前
に入手することが、せめ部の位置選定を行うことの大
前提となるが、例えば、必ずしも堤防決壊後の締切工
事着手前に決壊口周辺の測量を確実に実施できるわけ
ではない上に、先ほど述べたように本来の意味での両
側締切の実施できる場合が必ずしも多くないことか
ら、実際にせめ部の位置選定を事前に行った上での緊
急締切工事の実施は、いつでもできるわけではなく、
むしろレア・ケースではないかと思われる。

いる18）。なお、アメリカでは平成17年にハリケーン・
カトリーナの被災地域において、堤防決壊箇所の締切
作業でヘリコプターが実際に使用されている（写真－

11）。ただし、ヘリコプターは夜間や悪天候時には使
用できず、高圧線等の支障物件が近くにある場合には
飛行が制限される18）等の制約条件があるので注意が
必要である。

写真－11　ヘリコプターによる堤防決壊箇所への

約3トンの大型土のうの投入と陸上か

らの締切作業の連携

　　　　 （アメリカ　ルイジアナ州）19）
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制にするか2交代制にするかを判断することが必要と
なる。ただし、特に同時多発的な災害の場合には、現
在の全般的な人手不足の状況等を考慮すると2交代制
を念頭にシフトを組むことが現実的であろう。
２．５．２　ロジスティクス（後方支援業務）

　聞き取り調査では技術的な面に焦点を当てて現場代
理人の方に話を聞いたつもりだったが、それにもかか
わらず、弁当の確保や遠方から呼び寄せた人員のため
の宿泊先の手配等が大変だったというロジの苦労話を
多くの現場代理人の方が話していた。昼夜兼行で動い
ている現場の作業員の方に食事のことを心配させない
ように、方々まわって弁当をかき集めたとか、被災地
のコンビニで弁当を大量に買うと地域住民の方の食料
調達に支障が出る恐れがあることから、被災地外の遠
方で弁当を調達した等、食事一つを取っても普段考え
ないようなことまで色々と考慮する必要があったよう
である。また、遠方から急遽大勢の人員を集めること
は滅多にないことなので、多くの建設会社は宿の手配
が大変であるとは予想できていなかったようである。
実際にロジを担当していたのは現場代理人ではなく、
主に建設会社の総務部門と思われるが、このような情
報は風化させることなく、関連する社内マニュアル等
に記載するとともに、業界全体の貴重な情報として業
界内での情報共有をはかることが重要である。
２．５．３　交通規制・誘導、駐車場スペースの確保

　緊急工事の現場には、多くの人（発注者、受注者、
協力業者、地元の役場職員、近隣住民等）が集まって
来る。実際にサラカオーマキキン川の事例では、生活
道路を通って工事の様子を見に来た近隣住民の方の駐
車車両で堤防決壊現場に隣接する通行止め区間の道々
が狭くなったことから、交通誘導が行われていた。し
たがって、現場によっては、このようなことも想定し
た交通規制・誘導等の対応を考えておく必要がある。
この事例では、建設会社の関係者の車両（工事車両で
はなく、通勤用の車両）用の適当な駐車スペースが現
場近くに無かったことから、やむを得ず、通行止区間
の道路の路肩に駐車することになり、これが交通誘導
の必要となった遠因となっている。したがって、工事
関係者の駐車スペースの確保にも気を配る必要があ
る。
　また、聞き取り調査を行った事例では確認できなか
ったが、堤防決壊箇所周辺において浸水による通行止
めが発生すると、通行可能な道路に一般車両が集中し
て交通渋滞の発生することがある。最近では平成27年
の関東・東北豪雨災害において、鬼怒川の氾濫に伴う

２．５　その他

　ここでは、純粋に技術的なことではないものの、緊
急締切工事を実施するにあたり、重要と思われること
を何点か述べたい。
２．５．１　人員や資機材の調達

　平成28年の北海道豪雨の際には、多くの箇所で災害
が次々と発生したため、後で発生した災害の現場で
は、先に発生した災害の現場に人員や資機材を取られ
てしまい、これらの調達で非常に苦労したという話を
多く聞いた。また、局所的な災害の場合でも、災害対
応を開始した時間が朝の場合には、協力業者としてあ
てにしていた会社が既にその日の現場に出かけた後で
あるため、協力業者を集めるのに苦労する可能性もあ
る。
　平成28年の北海道豪雨災害の緊急工事を担当した会
社の多くは、発注者の了解を得た上で、稼働中の自社
の他の現場を止めて、止めた現場の人員や資機材を災
害現場に投入した他、建設業協会等の関係団体も人員
や資機材の調達のための調整を行ったそうである。ま
た、リース会社も災害現場に重機等を優先的に振り向
けることができるように、先約がある他の現場との調
整をしていたようだと聞いている。その一方で、例え
ば、国発注の工事の現場を止めて、そこの現場の資機
材や人員を自治体の災害現場に投入することには建設
会社が躊躇したという話も聞いている。
　人員や機材の調達は民民の契約なので、官が果たす
役割には自ずと限界があるが、災害発生時のような緊
急時には、発注機関に関係なく稼働中の現場作業を一
時中断して、中断した現場の人員や資機材を災害現場
に振り向ける調整に、災害現場の緊急工事を受注した
建設会社等があまり苦労しないですむような仕組みを
関係機関や業界団体との間で平常時に構築しておくこ
とを検討する必要があると思われる。
　また、緊急締切工事は通常24時間体制の施工になる
ことから、建設会社は調達できた人員の範囲内で、交
代要員も考慮した上での人員のやりくりを検討するこ
とになるが、これについて聞き取り調査を行った大半
の現場では2交代制を採用していた。ある現場では当
初は8時間労働という観点から3交代制で人員をまわし
ていたが、3交代制を組むことができるだけの十分な
人員を調達できなかったことから、現場への通勤回数
（通勤時間）が増える分だけ、実質的な休憩時間が減
るため、途中から超過勤務を前提とした2交代制に変
更している。このようなことから、災害時の緊急締切
工事の場合には、人員の調達の程度に応じて、3交代
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表－4　堤防決壊時における氾濫流がある中での緊急締切工事に関する留意事項
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交通渋滞により、住民の方が指定避難場所に向かうこ
とが困難になったことが報告されている20）。交通渋
滞は締切資材運搬の支障になり得ることから、このよ
うな観点からも警察等の関係機関の協力を得て交通規
制実施の必要性を検討する必要がある。

３．まとめ

　既報及び本技術資料では、近年の北海道で発生した
堤防決壊時における氾濫流がある中での緊急締切工事
や主流路の切替工事に伴う締切工事の事例を紹介する
とともに、事例をもとに緊急締切工事に関する考察を
進めた。最後に、氾濫流がある中での緊急締切工事に
関する留意事項を表－4にまとめて、4月号1）から6月
号の3号にわたった連載を終えることとしたい。
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