
堤防決壊時における氾濫流がある中での緊急締切工事等の事例紹介（その2）

前田　俊一　　島田　友典

１．はじめに

　平成30年4月号1）では、氾濫流がある中での堤防決
壊時の緊急締切工事について4河川の事例を紹介した
が、本技術資料では、施工内容がそのような緊急締切
工事に類似している低水路内の主流路の切替に伴う締
切工事の3事例を紹介する。

２．低水路内の主流路の切替に伴う締切工事の事例

　本技術資料で紹介する3事例の内、2事例は災害発生
後に流路を切り替える必要性から緊急的に締切工事を
行ったものである。残りの1事例は工事の工程計画に
従って予定どおりに流路を切り替えており、緊急実施
の締切工事ではない。

２．１　十勝川（千代田新水路）

２．１．１　洪水及び被災の概要

　平成14年の台風21号は、10月2日に北海道に上陸し、
十勝地方では10月1日夜から2日早朝にかけて雨が強ま
った。この雨による十勝川の増水で、十勝川の低水路

と工事中の千代田新水路に挟まれた中島の低み（旧川
跡）を流下した洪水が、永久構造物である既設の遮水
矢板（写真－1）を超えて新水路に流入していること
が10月2日早朝に確認された。千代田新水路付近の洪
水のピーク（約3,700m3/s）は10月2日昼頃であり（図－

1）、その後、十勝川本川の水位は徐々に下がってい
ったが、10月7日には越流部の遮水矢板の一部が流水
の力で新水路側に折れが曲った（写真－2　当時は矢
板が倒れたと思われていたが、その後の災害復旧工事
の際に折れ曲がりが確認された）ために、十勝川の低
水路の河床高よりも低く掘削されていた新水路河床に
向かって十勝川本川の水が大量に流れ込み、採卵用の
サケの捕獲場所である千代田堰堤（写真－1）付近の
十勝川本川の低水路には流水がほとんど無くなった。
10月はちょうどサケの遡上時期でもあるため、漁業へ
の影響も懸念されたことから、被災した遮水矢板の早
期復旧に加えて漁業への影響軽減をはかるべく、切り
替わった流路を早急に締め切って、主流路を十勝川本
川の低水路に戻すことになった。なお、中島の低みに
形成された流路は、幅約120m、延長約200mである。

写真－1　工事中の千代田新水路への洪水流入状況（10月3日7:45撮影　北海道開発局提供　一部加筆）
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写真－3　被災後に新たに整備した仮設道路

（北海道開発局提供　一部加筆）

図－2　締切部標準断面図（北海道開発局提供　一部加筆）
図－1　平成14年10月上旬の千代田観測所の流量

（国土交通省 水文水質データベース2）より）

写真－2　遮水矢板の一部折れ曲がりと締切部下流側の砂州

（10月8日11：30撮影　北海道開発局提供　一部加筆）

２．１．２　締切工事（1次施工）の当初計画

　締切工事（1次施工）を実施する前に立案された当
初計画の要点を以下に記す。
（１）締切場所

　被災した遮水矢板の周辺では流速が大きいことか
ら、本川との分流部付近で締切を実施して流れを本川
に戻す。
（２）締切材料

遮水矢板付近ほどではないものの、分流部付近も流速
がかなりあるため、現地河床材料（80mm級程度）に
よる締切は困難であると考え、施工性・経済性の観点
から主に中割石及び根固ブロックを用いて締切を行
う。締切部の標準断面は図－2のとおりで、1次施工は
赤枠で囲った部分である。
（３）アクセス路

　洪水により中島に渡る仮設道路（写真－1）が流出
しており、被災した遮水矢板よりも下流側の新水路に
は、十勝川本川のほぼ全流量が流下しているために、
流出した仮設道路の短期間での復旧は困難である。こ
のため、流れが無く、新水路に流入した河川水の背水

の影響しかない遮水矢板箇所よりも上流（分流堰の下
流側仮設矢板の直下流）に、新水路を渡る仮設道路を
新たに整備して（写真－1、3）、中島の締切箇所への
上流側からのアクセス路とする。また、切り替わった
流路から千代田堰堤の間の十勝川本川には流量がほと
んど無くなったことから、重機や作業員はその区間で
本川左岸から中島に容易に渡河できるので、中島の締
切箇所への下流側からのアクセス路については新たに
整備を行わないこととする。
（４）締切方法

　締切資材の運搬の容易さを考え、締切工事は基本的
に上流側から進めることとするが、締切作業が進んで
締切部が狭くなってきた際に、締切部下流側の砂州
（写真－2）の侵食（決壊口の逃げに相当）を防ぐため
に、下流側からは、堤防決壊時に実施する欠口止工＊1

に相当する最低限の侵食防止作業等を実施する。締切
箇所の下流側で使用する締切資材については、締切が

＊1 決壊口の拡大を抑えるために、ブロック等を決壊口の上
下流端部に投入して堤防を防護する工事
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ある程度進んだ段階で、締切箇所の上流側から大型ク
レーンで吊って締切箇所の下流側に運ぶ。
（５）その他

　仮設道路を整備している間に、切り替わった流路の
測量を行い、締切工事に入る前に水路の断面形状を確
認しておく（写真－4）。

写真－4　締切部周辺での測量実施状況（北海道開発局提供）

写真－6　クレーンヤード造成後の締切工事の進捗状況

（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－5　クレーンヤード造成前の締切工事の進捗状況

（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－7　狭まった締切部の激しい流れと締切部の底部に

　　 設置された10トンの石籠（一部が見える）
（北海道開発局提供　一部加筆）

　下流側の砂州が侵食されていくことや、狭くなった
締切部内の流速が大きくなることは当初よりある程度
予想されていたが、本川直下流にある千代田堰堤の影
響により、締切がある程度進んでも、十勝川本川に流
量がほとんど戻らず、想像以上に砂州の侵食が早く発
生したり、締切部内の流速が大きくなったようであっ
た。
　中割石や根固ブロックの流出により、十勝川の工事
で通常使用するブロック等だけでは狭くなった締切部
を閉塞することが不可能と判断されたため、港湾工事
で使用される10トンの石籠も使用して締切作業を進め
ることとした（写真－7）。この石籠は北海道開発局
帯広開発建設部十勝港湾事業所（現　帯広開発建設部
築港対策官）が当該年度に魚礁造成用に製作したもの
であるが、締切工事を実施している帯広開発建設部帯
広河川事務所がこの石籠を十勝港湾事業所から譲り受
けて使用した。基本的には石籠を投入した後に、浅く

２．１．３　実際の締切工事（1次施工）

　当初、締切工事（1次施工）は計画通り順調に進ん
だ（写真－5）。その後、締切がある程度進んだとこ
ろで、締切作業を行っていない下流側の砂州が侵食さ
れ始めたものの、大型クレーンの作業可能な幅広のヤ
ードを締切部の先端部に造成して（写真－6）、中割
石や根固ブロック等の資材を下流側に運んだ後に、上
流側と下流側の両方から中割石や根固ブロック等を投
入した。しかしながら、締切部が10m程度まで狭くな
ると、締切部内の流速がかなり大きくなり、中割石も
根固ブロックも流出するようになった。また、締切部
の深掘れもかなり進んでいるようであった。
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なって流速が低下した石籠の上に中割石等を投入して
締切を進めていくこととした。
　特に狭くなった締切部では、『堤防決壊部緊急復旧
工法マニュアル3）』にも記載されているように、流速
が非常に大きくなるため、周到な計画のもとに迅速に
締切資材を投入して短時間で締め切ることが求められ
るが、大型クレーンで1個ずつ石籠を吊って投入する
通常の方法では迅速な締切作業が難しいことから、締
切部の上流側と下流側の両方に石籠を積み上げた上で
（写真－8）、バックホウを用いて積み上げた石籠を
一気に締切部に押し出すことで（写真－9）、極めて
短時間の内に石籠で締切部を概ね閉塞することに成功
し（写真－10）、その後、石籠を追加投入して若干残
っていた締切部の隙間を閉塞し（写真－11）、締切工
事（1次施工）は無事完了した。なお、写真－8、9か
ら、石籠を上流側に3段、下流側に2段の合計5個を積

み重ねたことがわかるが、このように積み重ねた理由
は、最後に残った締切部の幅が約5mであったことか
ら、高さ1mの石籠が5個あれば、締切部を概ね閉塞で
きると考えたからである。
２．１．４　締切工事に関する考察

　十勝川（千代田新水路）での締切工事は、例えば、
狭くなった締切部において河川工事で通常使用するブ
ロック等の資材が流出してしまったことからもわかる
ように、工事の難易度が高いものであったが、以下
に、このような難工事を成功に導いた特徴的な要因を
記す。
（１）締切箇所へのアクセス路の整備

　湛水してはいるものの、切り替わった流路の流れが
直接当たらない部分に仮設道路を新たに整備するとと
もに、ほとんど流水のない部分の十勝川河床をそのま
まアクセス路として活用することにより、アクセス路

写真－10　石籠の押し出し作業終了

（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－9　石籠の押し出し作業開始

（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－8　石籠の積み重ね状況

（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－11　石籠の追加投入による隙間の閉塞

（北海道開発局提供　一部加筆）
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工事でのクレーンの使用が増えていくのではないかと
思われる。
　なお、この締切工事の難易度を高めた大きな理由の
一つとして、大きな固定堰である千代田堰堤が締切箇
所の直下流にあったことがあげられる。一般に下流に
大きな固定堰のある場合は、その上流で水位が上昇し
やすく越水等による堤防決壊の発生する可能性が、固
定堰の無い場合に比べて高くなり得るが、このような
場所で堤防決壊が発生した場合には、氾濫流のある中
での締切工事の実施は、この事例と同様にかなりの難
工事となることが予測されることに留意する必要があ
る。

２．２　石狩川（北海道旭川市）

２．２．１　工事実施の背景

　石狩川本川上流の旭川市街地区間の一部（KP157～
166）では、過去に行われた砂利採取や高水敷造成に
より、河床低下が徐々に進行していたが、近年風化し
やすい軟岩が低水路内に露出（写真－12）したために
河床低下の進行が速まっており、さらに河床が低下す
ると護岸や橋脚等の根入れ不足による河川構造物等の
安全性が低下する可能性がある。このため、河床低下
を抑制し、砂礫床を復元することが喫緊の課題となっ
ている。この課題への対策として、堤防防護ライン及
び高水敷の利用状況等を考慮した上で可能な範囲で高
水敷掘削を実施して低水路を拡幅するとともに、高水
敷掘削で生じた土砂を低水路に敷均す河道再生工事が
平成26年度より実施されている。なお、ここでの紹介
事例は平成27年度工事である。

の整備に要する工事量を最小限にして、締切作業への
早期着手に努めた。
（２）バックホウとクレーンの使い分け（併用）

　締切作業の前半ではバックホウを最大限に活用して
締切部を狭めていき、締切作業がある程度進んだ時点
でクレーンも投入して作業を進めた。
（３）下流側の砂州の侵食防止対策

　ダンプ等による締切資材の運搬が不可能な締切部の
下流側にクレーンを用いて資材を運び込むことで、締
切資材の投入を可能にして、砂州の侵食を最小限にと
どめた。
（４）港湾工事の資材の活用

　河川工事では通常使用しないような重い締切資材が
必要になったが、港湾事業所が魚礁造成用に製作した
10トンの石籠を譲り受けることで、必要な資材を迅速
に調達した。
（５）狭くなった締切部における短時間での資材投入

　石籠を積み重ねて一気にせめ部に押し出すことによ
り、狭くなった締切部で求められる短時間での締切資
材の投入を可能にした。

　この締切工事の最大のポイントは10トンもある石籠
の活用である。締切工事を実施した北海道開発局では
北海道内の出先機関である10開発建設部（この場合は
帯広開発建設部）が、河川、道路、港湾、農業等の基
盤整備を所管していることから、出先でも各事業部門
間の連携が取りやすく、帯広開発建設部内の調整によ
って河川部門が港湾工事でちょうど製作したばかりの
石籠を容易に調達できたことも締切が無事完了した背
景の一つであろう。
　なお、今回使用した10トンの石籠以外にも港湾工事
では10トンを超える大型のブロックを用いることが日
常的にあることから、河川で用いるブロックが重量不
足で流出するような場合には、港湾用のブロック等の
使用も検討すべきである。ただし、重量のあるブロッ
ク等を吊り上げるためのクレーンが必要となることか
ら、幅広のクレーンヤードの確保が必須である。
　その他に着目すべきこととしては、クレーンの大活
躍である。現場では25トンのラフテレーンクレーンか
ら200トンのトラッククレーンまでを活用していたの
であるが、重い締切資材を締切部に投入するだけでは
なく、砂州の侵食防止に必要な資材の締切部をまたい
だ下流側への運搬にまで活用されていたことは既に説
明したとおりである。このように河川の規模が大きく
なるにつれて締切資材の必要重量が大きくなり、締切

写真－12　石狩川の KP162付近の軟岩の露出状況

（北海道開発局提供　一部加筆）

２．２．２　平成27年度工事の概要

　工事は以下の（１）～（５）の手順で実施されてお
り、（３）で主流路を仮水路内で切り替える際に、主
流路の締切が実施されている。図－3では仮締切は全
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左右両岸からクレーンを用いて大型土のうを低水路内
に設置し、左岸の新設した低水護岸の前面に低水路内
の主流路を切り替える。
（４）仮締切内に土砂搬入

　仮置きしてあった高水敷掘削土砂を仮締切内に敷均
し、露出した軟岩を被覆するとともに、低水路の深掘
部を埋めて二極化した河床地形を改善する。
（５）大型土のう撤去

　仮締切として用いた大型土のうを撤去する。
２．２．３　締切方法の詳細

　先にも述べたように、石狩川の低水路切替の際の主
流路の締切工事は、これまで紹介した事例とは異なり、
時間をかけて練られた工程計画に従って実施されたも
ので、この点が災害時の緊急締切工事とは大きく異な
る。工事着手前から、①掘削土砂で被覆する範囲（仮
締切の内部）が工事着手前の低水路のほぼ全幅である
一方で、高水敷の掘削幅があまり広くないために切替
水路の幅が15mと非常に狭いこと、②掘削土砂を敷均
す範囲の河床が深掘れ部を中心に低下している一方
で、切替水路の河床が相対的に高いことから、主流路
の切替の際には、切替水路に河川水が流入しにくく、
締切の最後の部分では、せめ部のように流速がかなり
大きくなることが予測されていた。このため、大型土
のうだけで最後まで締め切ることは困難になると考え
て、撤去した既設護岸の2.5トンの古い根固ブロック
（昭和51年に設置された合掌ブロック　写真－13）を
ストックしておき、流速が大きくなり、大型土のうが
流出するようになった時点でブロックを締切部に投入
することとした。ただし、このような突起部のある根
固ブロックだけで締め切ると締切部のブロック間の隙
間が多くなり、かなりの流量が隙間を通過してしまう

て大型土のうで築造することになっているが、上流側
の仮締切築造の最後の部分では、決壊口のせめ部と同
様に流速が大きくなるため、実際には大型土のう以外
に2.5トンのブロックも投入して締め切っている（後
述）。また、クレーン以外にも、近傍に大型土のうを
設置する場合等には、可能な範囲でバックホウを用い
ている。
（１）左岸高水敷の掘削等

　左岸高水敷の掘削を行い、掘削済み箇所に仮締切用
の大型土のうを設置するとともに、既設護岸を撤去す
る。掘削土砂は後で低水路内に還元するために仮置き
ヤードに運搬する。
（２）低水護岸の設置

　掘削後の低水路河岸に低水護岸を設置する。
（３）大型土のうによる仮締切築造

　（１）で設置した大型土のうの上下流端から右岸側
の低水路河岸までをつなぐ仮締切を築造するために、

図－3　施工手順（公示図面の仮設の参考図　撤去の図は省略）
（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－13　オートフックで吊り上げた合掌ブロック

（北海道開発局提供　一部加筆）
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均すために用意した幅約5m、高さ約2mの排土板を持
つ63トンの大型ブルドーザ（写真－16）を活用するこ
ととし、大量の土砂を短時間で締切部に押し出すこと
ができるようにした。
　ちなみに、冬期間の工事ということもあり、締切工
事の実施期間中の石狩川の流量は大きくはなく25m3/s
程度で、締切に着手する前の水面幅は50m程度だっ
た。水面幅が約15mまで狭まると大型土のうが流出す
るようになったことから、ブロックを投入し始めたが、
投入したブロックの一部は転動する等して投入場所の
近傍にとどまらないものも見受けられた。締切の最後
の部分では当初の予定通りに進まなかったところもあ
ったが、全般的には締切工事は順調に進んで無事完了
した。
２．２．４　締切工事に関する考察

　この工事は工程計画に従って予定どおりに流路を切
り替えており、緊急実施の締切工事ではない点が、こ
れまでに紹介した事例とは大きく異なるが、この工事
の特徴とともに考察を以下に記す。
（１）よく練られた施工計画に基づく締切工事

　古いブロックを締切資材として活用したり、別目的
で調達した大型ブルドーザを締切工事にも活用する
等、これまでに紹介した緊急締切工事とは異なり、時
間をかけて締切工事の施工計画を練った様子がうかが
える。
（２）ブロックの特性の把握

　写真－13のような突起のあるブロックは、ブロック
が相互に咬み合い流出しにくくなるメリットがある
が、ブロックがあまり入れられていない場所にブロッ
クを投入すると、ブロック同士が咬み合うことなく転
動して流出してしまう可能性が高くなると考えられ

ので、根固ブロックの前面（上流側）に大型土のうを
可能な範囲で密着させて置くこととした。また、吊っ
たブロックや大型土のうの自動切り離しのためにオー
トフック（吊り荷が着地すると自動的にフックが外れ
るもの　写真－13）を用いることとした。なお、現在
は石狩川の当該区間の根固ブロックの必要重量が3ト
ンであるため、2.5トンの古い根固ブロックを新設護
岸に流用することはできない。
　堤防決壊時のせめ工に相当する部分の実際の施工時
の状況を写真－14～16に示す。前面に（一部は上部に）
大型土のうが置かれたブロックを二列設置した上で、
二列の間に土砂を押し出して締め切っていることがわ
かる。なお、当初はブロックと土のうから構成される
締切を二列設置する予定ではなかったが、激しい流れ
の中で大型土のうをブロックに密着させてきれいに積
み上げることがほとんど不可能であったことから、締
切完成後に締切を通過する流量が期待したほどには減
らず、さらに下流側にブロックと土のうでもう一列締
切を設置して、通過流量を減らすこととした。また、
締切部への土砂の押し出しには、仮締切内に土砂を敷

写真－15　土砂の投入状況（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－14　ブロックと大型土のうの投入状況

（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－16　締切完了後の状況及び63トンのブルドーザ

（北海道開発局提供　一部加筆）
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　まず、主流路を右岸側に振るために、バックホウが
右岸側から河道内の砂州に降りていき、砂州の山際の
部分を掘削して（写真－17の赤点線）切替水路に洪水
流を通水した。しかしながら、切替水路の通水だけで
は、左岸側の主流路の流量は劇的には減少せず、砂州
と左岸側の陸上の両方から締切作業を進めて、主流路
を閉じることとした。
　締切作業の具体的な方法としては、左岸陸上側から
は当初は周辺に堆積していた砂礫主体の土砂のみを用
いて締切作業を進めたが、締切が10mほど進むと締切
の土砂が流出し始めたために、根固ブロックを投入し
てから、その背後（下流側）に土砂を入れるようにし

流路が堤防敷付近まで移動しており、そのままの状態
では仮堤防の土砂を盛ることができない部分が相当あ
った。そこで、主流路を右岸側に切り替えた後に仮堤
防の築造や高水敷の造成を行うこととなった。また、
この締切により、砂州等の河道内の堆積土砂を仮堤防
の盛土等に活用することが可能となり、盛土材料に関
する供給能力不足の解消と運搬時間の大幅短縮も実現
することができた（写真－18）。

る。一方でブロックが河床に相当数とどまっている状
況になれば、河床にとどまっているブロックに引っか
かる可能性が大きくなることから、新たにブロックを
投入しても流出する可能性は小さくなる。したがっ
て、このような突起のあるタイプのブロックの流出を
できるだけ少なくするためには、ブロックが河床にほ
とんど無い状況下でブロックをいかに流出させないで
投入場所近傍にとどめるかがポイントとなる。具体的
な方策としては、例えば、平型ブロックのようなより
転動しにくいタイプのものを初めに投入して締切部内
にこれらによる小山をつくったり、鋼製の立体格子枠
や鋼組工4）のような鋼材を組み合わせた構造物を最初
に投入する等して、後から投入したブロック等がこれ
らに引っかかって停止しやすくなるための工夫を行う
ことが考えられる。また、もし、クレーンの吊り上げ
能力に余裕があるならば、2つのブロックをワイヤー
で連結することによりブロック重量を実質的に大きく
した上で投入する方法も考えられる。
　緊急締切工事で使用するブロックには様々な種類が
あり、一般的には、突起が色々な方向に出ている立体
型のブロックは重心が高いために転動して流出しやす
い傾向がある。本川の全流量を切り替えるとは言え、
冬季間の流量が少ない状況下で、2.5トンもあるブロ
ックの一部が転動する等して投入場所の近傍にとどま
らなかった理由の一つとして、ブロックの形状が影響
していた可能性は否定できないと思われる。一方で、
平型のブロックは立体型よりも転動・流失しにくいと
いうメリットがある反面、立体型よりも多くの個数を
投入しないと、立体型と同様の積上り高さに達しない
というデメリットがある。このように、同じ重量でも
ブロックの形状によって特性が異なるため、重量だけ
ではなく形状も考慮した締切資材の選定が必要であ
る。また、備蓄しているブロックの特性を常日頃から
把握しておく必要がある。

２．３　空知川

　ここで紹介する空知川の河道切替に伴う締切工事
は、平成30年4月号1）で紹介した空知川の締切工事に
引き続き実施されたものであるため、洪水及び被災の
概要は4月号1）を参照されたい。以降、締切工事の概
要等を紹介する。
２．３．１　流路切替に伴う締切工事の概要

　4月号1）で紹介した小堤防の完成後には、元の堤防
法線上に元の堤防と同じ大きさの仮堤防を築造するこ
とになっていたが、写真－17からもわかるように、主

写真－18　河道内の土砂の仮堤防への流用状況

（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－17　左岸堤防法線と切替水路の掘削状況（赤点線）
（北海道開発局提供　一部加筆）
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て締切作業を進めた（写真－19）。中州側にはブロッ
ク等の締切資材が無いため、中州の土砂のみで締切を
進めることとした。その後締切作業は順調に進んだ
（写真－20）ものの、締切部が10～15mくらいまで狭
まると左岸側の根固ブロック背後の土砂や、中州から
延ばしていった投入土砂が流されるようになり、締切
作業が進まなくなった。このため、現場で関係者が集
まり、対策を議論したところ、周辺に流れ着いた流木
を活用して締切を行うアイデアが出て、それを実践し
たところブロック背後の土砂が流出しなくなり締切作
業を完了することができた。具体的には、以下のよう
な手順で実施された。
①周辺に流れ着いた根張の大きな流木を集める（写真

－21、22）。

②根固ブロックを数個投入する。
③根を上流側に配置して、幹が流れの向きに概ね平行
（締切に対して概ね直角）になるように、また、根
の部分をブロックに引っ掛けるようにして流木が流
出しにくくなるように、ブロックの上に流木を何本
か置く（図－4、写真－23、24）。
④締切の高さが不十分な場合には、さらにブロックや
流木を積み上げる。
⑤適当な高さまでブロックと流木が積み上がったら、
土砂をブロックと流木の上や下流側に投入する。土
砂は、少しずつ投入すると流出しやすいので、トラ
フィカビリティがあまり良くなく、かつ狭い締切の
土堤上でも問題無く進むことのできる車体上部が回
転するキャリアダンプを用いて10m3程度の量を一気
に投入し（写真－25）、その後必要に応じてブルド
ーザで押し出す。

写真－19　根固ブロック使用後の主流路を切り替えるため

　　　　の締切工事（北海道開発局提供　一部加筆）

図－4　ブロック上への流木の投入のイメージ

写真－22　流木の収集状況

写真－21　堤防決壊箇所周辺の流木

写真－20　流木使用前の主流路を切り替えるための締切工事

（土木学会北海道豪雨災害調査団提供　一部加筆）

写真－23　流木の投入状況（北海道開発局提供　一部加筆）
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　なお、この事例では、中州の山際の掘削幅は、左岸
に寄っていた主流路の幅とほぼ同程度であった。切替
水路の大きさが少なくとも主流路と同規模くらいはな
ければ、主流路の流量が大きくは減らないことは想像
されたが、その一方で、中州の掘削に投入できるバッ
クホウの台数には限りがあったため、これらのことを
考慮して掘削幅は決められたとのことであった。
（２）流木の活用

　本章で紹介した最初の2事例では、締切がある程度
進むと締切部内の流速が大きくなり、ブロック等のそ
れなりに重量のある資材が流出したという状況を説明
したが、この事例では、ブロックは流出せずに、ブロ
ック背後に投入した土砂が流出したことに着目された
い。狭くなった締切部周辺の流速はブロックを流出さ
せる程の大きさではなかったものの、投入したブロッ
ク群には隙間が相当あったことから、ブロックの隙間
を通り抜けた流水によりブロック背後に投入した土砂
が流出したものと考えられる。このため、シンプルに
考えれば、投入したブロック群の隙間を相当程度減ら
すことができれば、投入した土砂は（ほとんど）流出
しなくなったはずである。
　ここでの流木の使用は、投入したブロックの隙間を
流木の根系である程度塞ぐことで隙間を減らすととも
に、投入した土砂や上流側から流れてきた土砂の内、
主に玉石等の比較的粗い粒径のものが根系にトラップ
されることで、さらに隙間をふさぐことを期待したも
のと解釈できる。また、効果の大小は明確ではない

での流れが弱まった後に締切作業を行っている（図－

5）。空知川の事例では、堤防決壊後の緊急締切工事
のように、河川の流れが本川下流に向かうものと決壊
口に向かうものとの2つに分岐していたわけではない
が、締切工事という観点からすれば、締切作業の前段
階での中州の掘削は、締切箇所への流量を減らす方法
として理にかなっていたと言うことができる。このよ
うな方法は実際の堤防決壊の現場でも十分活用できる
方法なので頭に入れておく必要ある。

写真－24　投入した流木の状況（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－25　キャリアダンプによる土砂の投入状況

（北海道開発局提供　一部加筆）

図－5　荒川における主流路の切替（瀬替え）5）

２．３．２　締切工事に関する考察

　空知川の流路切替に伴う締切工事では、流木の使用
が非常に特徴的であるが、締切工事を成功に導いた要
因を流木の使用を含めて以下に記す。
（１）主流路の切替（中州の掘削）

　この事例では、主流路を右岸側に切り替えた後に仮
堤防の築造や高水敷の造成を行うという施工計画の大
きな流れが決まっていた。したがって、主流路を切り
替えるために中州の山際を掘削したことは極めて当然
のことであるが、実際の堤防決壊の現場では、決壊口
直上流への水制の設置や、決壊口とは対岸側の高水敷
掘削が、流れを決壊口ではなく本川下流に向ける、す
なわち決壊口内の流量を低減する方法として有効であ
り、『堤防決壊部緊急旧工法マニュアル3）』にもこれ
らの方法が紹介されている。実際にも、例えば、平成
10年に阿武隈川水系の荒川の堤防が決壊した際には、
決壊口に向かっていた主流路の切替を行って、決壊口

⑥①～⑤の左岸側からの作業によって締切部が狭まる
と、中州側では投入済みの土砂が再度流出すること
になるため、流出量以上の土砂を投入して中州側か
らの現状の締切延長を維持する。
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調達の迅速性という観点からは非常に優れた方法であ
る。その上、実際に締切に成功したのであるから、大
変素晴らしい方法を選択したと言うことができる。上
記のようにその他の締切方法は色々と考えられるが、
待ったなしの状態の現場で、このような独創的な締切
方法を考えた現場の技術者の方に対しては敬服の念を
抱かざるを得ない。流木を使用する方法は非常に特殊
ではあるが、緊急締切工事の実施に際しては、締切資
材の迅速な調達が難しいこともあり得ない話ではな
く、技術者は多くの引き出しを持っていることに越し
たことはないので、現地にある材料の活用も頭の中に
入れておく必要がある。

謝辞：国土交通省北海道開発局の職員の方及びOBの方
並びに締切工事を担当された建設会社の現場代理人の
方には、聞き取り調査や写真等の各種資料の提供に御
協力をいただいた。ここに記して感謝の意を表する。
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が、根系の流水抵抗によってブロックの隙間を流れる
流速を抑えるという効果もあったものと思われる。
なお、このような流木を用いる手法以外のやり方でも
投入土砂の流出を抑制することは可能であったと思わ
れ、例えば、以下のような方策が考えられる。
①大型土のうの活用

　２．２の石狩川の事例のように、ブロック投入後に
大型土のうをブロックの前面（上流側）に設置するこ
とでブロックの隙間を上流側である程度塞ぐ。
②ブロック投入量の増大

　ブロックの投入量を増やし、流れに対するブロック
部分の厚みを増すことで流水抵抗を増やし、ブロック
の隙間を流れる流量を減らす。２．２の石狩川の事例
でも、結果としてブロック投入量が不十分だったため
にブロックを追加投入しており、ブロックの投入量を
増やすという点では石狩川の事例と類似の方策である。
③ブロックの背後に投入する資材の変更

　現地採取の材料よりも粒径の大きな割石等を投入し
て流出を防ぐ。
④切替流路の断面拡大のための追加掘削の実施

　中州の右岸側を掘削することで切替流路の断面を広
げて、左岸側の主流路の流量を減らす。

　①～④のそれぞれの方策については、コストや実現
性等について一長一短があると思われ、どの方法がこ
の中で最良なのかは現場条件に大きく依存すると思わ
れるので、簡単には結論を出せるものではない。例え
ば、この箇所よりも下流の富良野市内の空知川では、
この事例の直前に発生した別の出水により河岸決壊が
生じており、その対応で近傍に備蓄されていたブロッ
クを既に使い切っていたために、この事例の現場には
遠方からブロックを運び込まざるを得ない実態があっ
た。このため、災害対応の鉄則である迅速性という観
点からは、ブロックの投入量を増やすことは、現実的
ではなかった可能性がある。
　ここで事例紹介した締切方法は、そのままの状態で
すぐに使用できる流木という締切資材を現場内で、か
つ無料で調達できたことから、少なくともコスト面や
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