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 北海道では平成28年8月に3つの台風が上陸、1つの台風の接近により道東を中心に記録的な大

雨となり、十勝管内では河川の堤防が決壊したことなどから、多くの家屋流出、農地浸水、道

路冠水、橋梁損傷などが発生した。 

 帯広開発建設部では、大きな被害を受けた河川を中心に、関係機関が連携して、ハード・ソ

フトが一体となった緊急的な治水対策「北海道緊急治水対策プロジェクト」を実施している。 

本報告では、平成31年度を目途に緊急的、集中的に進めているハード対策についての進捗状

況や、農業等他事業連携の課題及び、取組状況等について報告するものである。 
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1.  はじめに 

 平成28年8月17日から23日にかけての3つの台風が北海

道に上陸し、さらにその1週間後には前線に伴う降雨と

台風10号の接近による大雨が続いた。この一連の降雨に

より十勝川水系では特に上流域や支川において、堤防決

壊や氾濫等の大きな被害が多数発生したほか、本川下流

も含めて計画高水位を超過する地点が観測された（図-

1）。 

本報告では、平成28年一連台風災害対応の河川整備と

して実施している、「北海道緊急治水対策プロジェク

ト」についての進捗状況や、農地復旧等との連携状況や

北海道緊急治水対策プロジェクトを進める上での課題等

について報告する。 

 

図-1  既往最高水位記録観測所 

2. 平成28年8月洪水の影響 

(1) 降雨の状況 

 十勝川流域では、平成28年8月17日から23日にかけて

連続した台風による断続的な降雨に加えて、8月28日か

ら31日にかけて前線に伴う降雨や台風第10号に伴う降雨

により、支川の札内川上流を中心に大雨がもたらされた。

戸蔦別観測所で532mm、札内川ダム観測所で471mmと既往

の主要洪水を上回る雨量を記録したほか（図-2）、流域

内の多くの雨量観測所で、観測史上第1位の月降水量を

記録した。 

 

図-2  アメダス降雨量分布図（8月29日0時～31日9時） 
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(2) 河川被災の概要 
今回の一連台風による大雨では、十勝管内全体で甚大

な被害が発生した。十勝川水系上流域の多くの支川で氾

濫が発生し、橋梁の被災、生産拠点を含めた農業施設の

被災、鉄道や道路の被災による交通網の途絶等の被害が

発生した。 

直轄河川の被災は水系上流部に多く発生し（図-3）、

十勝川水系では札内川KP25.0左岸及びKP40.5左岸、音更

川KP21.2左岸の3箇所の堤防決壊が発生した。また、札

内川KP25.0左岸付近では戸蔦別川の氾濫により家屋や倉

庫、民間発電事業者のソーラー発電施設が被災するなど、

甚大な被害となった（写真-1）。 

 
図-3 直轄河川被災箇所図 

 

 

写真-1  札内川KP25.0左岸堤防決壊箇所全景 
 

(3) 農地被災の影響 
北海道の農業被害は、被害面積40,258ha、被害額543 

億円に及ぶ甚大なものとなった。 

十勝地方は道内でも農業被害が特に大きく（図-4）、

高い全国シェアを占める農作物の産地でもあるため、全

国の市場でも野菜価格が高騰するなど影響が全国に及ん

だ。農地の浸水被害だけではなく、農地の土壌流出など、

近年例のない規模の農業被害となっている。 

今回、被害の大きかった十勝地方では、浸水に弱い畑

作農業が盛んである。農家の多くは専業農家として大規

模農業を行っており、経営の大規模化や機械化の進展と

ともに、小麦、ばれいしょ、てんさいを中心とした輪作

体系が確立され、連作障害を回避しつつ長年にわたって

土づくりが進められてきた。今回の大雨被害によって収

穫が遅れ、秋まき小麦が作付できなかった圃場において、

輪作体系のバランスが崩れ、その影響は翌年以降も続く

ことが懸念された。 

 
図-4  地域別農業被害内訳（北海道農政部発表） 

 

3. 北海道緊急治水対策プロジェクトの概要 

(1) プロジェクトの概要 

 今回の出水では、国が管理する河川や北海道が管理す

る河川において、堤防や護岸など河川管理施設の被災が

発生したため、原形復旧のための河川災害復旧事業（災

害復旧）や、再度災害防止のための河川災害関連緊急事

業（災害関連）及び河川災害復旧等関連緊急事業（以降、

復緊事業とする）等により、国・北海道管理河川あわせ

て696箇所において総事業費約831億円により、堤防整備、

河道掘削や流木除去などのハード対策を「北海道緊急治

水対策プロジェクト」として緊急的、集中的に実施する

こととなった。 

 

図-5 北海道緊急治水対策プロジェクトの概要 
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 河川災害復旧事業（災害復旧）及び、河川災害関連緊

急事業（災害関連）としては、音更川、札内川の堤防決

壊箇所3箇所の復旧（図-6）を代表として、低水護岸の

復旧12箇所、河岸決壊箇所の復旧4箇所の復旧に着手し

平成29年11月にすべて完了している。 

被災原因については、急流河川における河岸侵食等に

起因しており、堤防決壊、河岸決壊、既設護岸が流失し

た被災が多数発生した（図-7）。 

 

図-6 堤防決壊箇所の復旧状況 

 

図-7 被災概要（直轄河川災害申請分） 

 

また、復緊事業については、平成31年度完了を目標に、

河川整備計画等に基づき、十勝川の洪水氾濫を未然に防

ぐ対策として、河道掘削を緊急的・集中的に実施するも

のである。 

 

(2) 農地復旧との連携 

 今回の一連台風では、農作物と一緒に土壌も流出する

など農業関連の被害が甚大であり、その影響が全国に波

及した。そこで、北海道緊急治水対策プロジェクトでは、

農地の土壌流出対応として、復緊事業で発生する河道の

掘削土の活用を調整するなど、農地復旧と連携すること

が打ち出された。 

 そこで、帯広開発建設部では、今回被災した農地の迅

速な災害復旧を図ることを目的として、帯広市、清水町、

芽室町、十勝総合振興局、関係するＪＡ、帯広開発建設

部などを構成員とする「平成２８年度大雨災害に係る農

地の災害復旧工事と河川工事との十勝地方連絡調整会

議」が開催され、河川工事などにより発生する土砂の提

供などについて協議を行った。管内被災農地への河道掘

削土砂の提供は平成28年12月より開始され、平成29年10

月までにおおよそ44万m3の土砂を提供しており（図-8）、

平成29年度末までには更に13.4万m3の提供を予定してい

る。 

 
図-8 農地復旧への市町村別土砂提供状況 

4. 復緊事業の取組 

(1) 復緊事業 

復緊事業については、北海道区間の洪水氾濫に対応し

て、対象区間を十勝川KP11.6～KP72.0の延長約60.4kmの

区間とし、再度災害防止を図るため河川整備計画等に基

づき必要な河道掘削を、上流支川北海道区間と一体整備

するものである。事業期間を平成28年度～平成31年度の

4カ年と計画し、緊急的・集中的に実施するものである

（図-9）。 

 

図-9 復緊事業整備イメージ 

 

しかし、復緊事業では河道掘削土が毎年膨大な量が集

中的に発生するため、その掘削残土の利活用が事業を進

める上で課題となってくる。 

 

(2) 復緊事業の課題 

復緊事業で発生する河道掘削土の特徴は、①掘削延長

が長大なことによる土質の多様性（レキ質土、砂質土、

※H28.12～H29.10までの総提供土量 
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粘性土、泥炭土など）。②短期的、集中的に発生するこ

とである。 

河道掘削土砂は築堤の盛土材や、被災農地の復旧等に

有効活用していくこととなるが、前述の条件を勘案した

上での掘削土の土質条件による受け入れ先の調整や、農

地等への搬出時期の調整が必須である。関係機関が多数

あり、また現地での確認作業が欠かせないことから、こ

れらのきめ細やかな調整、連携が復緊事業を円滑に進め

る上での課題となっている。 

 

(3) 掘削土の土質条件 

復緊事業区間下流部では掘削箇所に泥炭土が大量に埋

蔵されていることがこれまでの調査等で確認されており、

十勝川水系河川整備計画で計画されている河道掘削によ

って発生する土砂においても、大量の泥炭土が発生する

との調査結果が確認されている。 

泥炭土は含水比が高い上に高繊維質で空隙率が高いた

め、盛土材として利用することは非常に困難な土質であ

る。また、産業廃棄物として多額の処分費が必要となる

など、厄介な存在と考えられてきた。これらの状況を解

消するため、有効利用方法を模索したところ、泥炭土を

土壌改良材として利用することにより、収穫量が向上す

るなどの生産性改善効果が見られることが確認された

（図-10）。 
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図-10 泥炭土による生産性改善効果 

 

このことから、十勝川下流の自治体（豊頃町、浦幌町、

池田町、幕別町）の協力のもと、河道掘削で発生する泥

炭土を土壌改良材として農地で活用する取組を平成18年

から始めており、現在では反響も良好で搬入先の順番待

ちの状況となっている（図-11）。また、これまで必要

であった多額の処分費の削減が可能となっている。 

一方、下流部で発生する泥炭土以外の土砂については、 

今回の一連台風で被災した農地の迅速な災害復旧を行う

ため、復緊事業下流区間の泥炭以外の砂質土を主体とし

て、平成28年12月より土砂の提供を行っている（写真-

2）。平成29年秋までには十勝管内で河川掘削土を搬入

したことにより、およそ170ha（東京ドーム約36個分の

面積）の農地が営農可能な状況に復旧しており、農業事

業との連携効果は着実に発揮されている 

 

図-11 泥炭土分布と利用箇所イメージ図 

 

 

写真-2  農地の復旧状況（帯広市） 

 

被災農地の早急な復旧には、農地復旧に活用可能な土

砂の選別をするため、掘削箇所毎に現地での農業関係者

との土質の確認を行い、また、実際の搬出に際しては試

掘を密に行うなど、土砂の選別を確実に行っている（写

真-3）。 

 

写真-3  十勝川河道掘削箇所の土質確認状況 

 

 上流部で発生する掘削土については、レキ質土が主体

となるため、主に十勝川や札内川などの水系上流部の暫

定堤防解消のための築堤盛土や水防拠点盛土材に流用す

る計画としている（図-12）。 
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図-12 復緊掘削残土の利活用イメージ図 

 

(4)掘削土の搬出時期 

 復緊事業下流部の泥炭土の農地搬入については、基本

的に休耕時期に限られる。そのため、河道掘削時期につ

いては非出水期のおおむね12月～2月の期間に限定され、

春の営農に支障が無いよう、受入先と搬出時期の調整が

必要不可欠となる。 

 また、農地の泥炭土搬入については生産性改善効果が

確認されているため、各農家から毎年搬入要望が多く見

られるが、自治体が地域需要を集約し、配布の窓口とな

ることで営農に支障が生じないよう、調整を行うことで

トラブルを回避している。 

一方、復緊上流区間については河床掘削が主体となる

ため、施工時期は非出水期の掘削に限定される。また、

掘削後についても築堤等の盛土材として使用する場合、

適切な含水比まで下げてからの利用など、あわせて掘削

土の品質管理も行う必要がある。今後は十分な仮置きヤ

ードの確保も課題となる。 

 

5． おわりに 

十勝川水系では、平成28年8月の記録的な大雨により、

札内川、音更川での堤防決壊を含む甚大な被害を受けた。

帯広開発建設部では、被害発生直後から災害復旧工事を

進め、昨年11月までに直轄河川の復旧が完了した。 

北海道緊急治水対策プロジェクトに基づき、今後も被

災農地との連携を行いつつ河道掘削等を実施していく。 

十勝地方はこれまで、その恵まれた土地資源等を活か

し日本有数の農業地帯として発展してきた。そのため、

今回の台風により、特に十勝川流域上流支川の氾濫流な

どによる農業被害が著しく、「ポテチショック」や農産

物の高騰など、十勝の農業生産が全国波及することがあ

らためて浮き彫りとなった。 

そのような状況の中、昨今は2017年産農畜産物の十勝

管内JA取扱高が3,388億円と過去最高を更新したことが

発表され、十勝農業が昨年の台風被害からの大きく復旧

したことがうかがえた。 

十勝川水系における北海道緊急治水対策プロジェクト

は十勝農業と河川事業が連携した好事例であったが、今

後もさらに農地等の生産空間を保全するための治水対策

等を検討する必要がある。 
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