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１．はじめに

2016年8月の北海道は、台風第7号に関する16～17日
の降雨、第11号および第9号に関する20～23日の降雨
ならびに第10号に関する29～30日の降雨と、連続して
大規模な降雨が発生しました。これらの降雨に伴う出
水により、山間地やその周縁における渓流では、土石
流の発生、流木の発生、および側岸侵食による橋の取
り付け部の流出などの現象が見られました。
これらに関し、砂防学会北海道支部の調査結果とし
て上川町黒岳沢川で発生した土石流1)および十勝地方
で発生した土砂流出2)について小山内ほかが報告して
います。また、吉川ほかが石狩川上流の砂防施設の減
災効果について3)、阿部ほかが黒岳沢川で発生した土
石流に関する考察について4)、報告しています。
筆者は調査に参加し、現地の状況から砂防えん堤な
どの施設の防災効果を確認することができました。ま
た、土砂を伴う流れが渓床を変動させ、側岸の侵食を
助長するなどの現象も見られました。本稿ではこれら
の防災効果や側岸侵食現象を中心に、2016年8月豪雨
の渓流部における土砂災害の概要を示します。

２．調査地などの概要

筆者は、8月25日に上川町黒岳沢川の土石流および
日高山脈東麓の渓流に関する9月5日と10月11日の、砂
防学会北海道支部の調査に参加しました。調査の内容
は、土砂の堆積・侵食状況、土石流などの流下痕跡お
よび防災施設の変状の有無などの確認です。踏査範囲
は、8月25日の黒岳沢川では、第1号えん堤の上流約
1.6kmから下流約0.6kmの国道橋までの区間です（図

－1）。また、9月5日はペケレベツ川沿いの旧スキー場
への橋、1号砂防ダム、2号砂防ダムなど（図－2）と
新得町パンケ新得川支流9号川を調査しました。10月
11日には国道274号沿いに7合目崩落箇所から日勝トン
ネル坑口まで（図－3）と、ペケレベツ川の旧スキー
場への橋周辺を調査しました。

２． １　上川町黒岳沢川

上川町内の黒岳沢川は、石狩川合流点上流に扇状地
として利用されており、大雪山の登山口の機能も併せ、
年間入り込み客は約200万人に上ります。
黒岳沢川では1955年頃から治山事業が開始され、

河川の被害（渓流部）について
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図－1　黒岳沢川の概要

国土地理院の電子地形図（タイル）にえん堤地点などを追記

2016年8～9月の北海道における豪雨災害に関する報告4

図－2　清水町ペケレベツ川の概要

国土地理院の電子地形図（タイル）にダム地点などを追記
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1980年7月11日の土石流発生を契機に砂防事業により
黒岳沢川第1号えん堤（図－1、写真－1～3）および流
路工（写真－4）が整備されています。1980年の土石
流では、国道橋(登山橋)の橋桁下端まで、土石流が流
下しました。また、それ以降も数年に1度の頻度で黒
岳沢川では土石流が発生しています。黒岳沢川の地質
については、参考文献1)に詳しく記載されています。
黒岳沢川の上流部では、低ダム群工法5)（写真－5）
を採用した治山事業を行っています。低ダム群工法と
は、床固め工等の低ダムを群として設置するもので、
東6)は「扇頂部に安定した“踊り場”を設け、まずそ
の部分の洗掘を防ぎ、ついで上方からの流動土石を、
その踊り場において分散させ安全に処理してから、流
水を下方に送る」とその特徴を説明しています。黒岳
沢川は低ダム群工法を採用している代表的な現場の一
つです。黒岳沢川の特徴は、谷幅が比較的狭いことや
土石流の発生頻度が比較的多く流出土砂量も大きいこ
とと言えます。1956年竣工の高さ12mのアーチ式治山
ダムが堆積土砂により、今では袖部の一部がようやく
確認5)できるほど河床は上昇しています（写真－6の
丸印内）。
一方、砂防事業では、保全対象である温泉街の直上
流部に高さ22mの黒岳沢川第1号えん堤を設置し上流
からの土砂を貯留します。さらに、えん堤から溢れた
土砂や水を流路工で安全に下流に流下させ、温泉街を
土砂災害から守ります。また、黒岳沢川に複数の監視
カメラを設置（写真－7）して、土石流の発生を確認
したり、流下・堆積などの現象を記録して今後の防災
等に役立てたりしています。
以上のように荒廃した黒岳沢川では、治山事業と砂
防事業とがお互いを補完しながら層雲峡温泉街の土砂
災害対策に努めています。
�

２． ２　美瑛町美瑛川

美瑛町の白金温泉は、年間入り込み客約44万人の観
光地で、十勝岳火口から約6kmの位置にあります。白
金温泉周辺には、十勝岳噴火に伴い山腹斜面や美瑛川
に沿って流下する火山泥流に対する砂防施設が複数設
置されています（図－4）。これらの砂防施設は、白金
温泉やそこから美瑛川沿いに約20km下流にある美瑛
市街地の防災に効果を発揮します。

２． ３　清水町ペケレベツ川渓流部など

ペケレベツ川は東西北海道の分水嶺である日高山脈
の日勝峠付近に源頭部を持ち、清水町市街地を貫流す
る急流河川です。1号砂防ダムは1966年度、2号砂防ダ
ムは1993年度に完成しました。両ダムとも2016年8月
の豪雨前には堆砂容量に空きがありました2)。

２． ４　日高山脈東麓の渓流

規模の大きな洪水流、出水による砂州の発生および
土砂堆積による河床上昇等で、側岸が侵食され川幅が
広がることがあります。町道通行止め情報を参考に、
南北方向に清水町から芽室町にかけて、渓流沿いに側
岸侵食状況を独自に調査しました。調査地域の土地利
用状況は、主に牧野か畑地です。

３．調査結果

３． １　上川町黒岳沢川の土石流

2016年8月の黒岳雨量観測所降雨量は、16～17日に
累加雨量148mm、20日に同78mm、23日に同116mm
でした。一連の降雨で発生した土石流は、1号えん堤
から上流200mの区間に約7.2万m3（一辺42mの立方体
の容量に相当）堆積（写真－1、2）しました1)。

図－3　ペケレベツ川上流周辺図

国土地理院の電子地形図(タイル)に調査地点などを追記
写真－1　土石流発生前の黒岳沢川第1号えん堤

（2015年7月撮影）
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また、細粒の土砂・流木の一部はえん堤の下流（写

真－3）に流れましたが、被害の発生を防ぎました。
調査区間に堆積した土砂の粒径については、1号砂防
えん堤直上流では、直径2mm程度の土砂がほぼ水平
に堆積していました。しかし、えん堤から上流は、上
流に行くほど粒径が大きくなるなどの規則性があまり
見られませんでした。それぞれの地点ごとに、大きな
礫径の集合体が見られることから、土石流の流下およ

び堆積が複数回発生したものと考えられます。また、
堆積した土石も後続の流水によって侵食され、下流に
運搬された様子が見られました。
なお、えん堤と流路工の設計に関しては水山ほか7)

や片山ほか8)に詳しく記載されています。また、今後
の土石流発生に備えて、写真－1のように土砂を貯め
る空間確保のため、第1号えん堤では堆積土砂を搬出
しています。

写真－2　黒岳沢川第1号えん堤(2016年8月25日撮影）

写真－4　黒岳沢川流路工の下流を望む

写真－6　 黒岳沢第1号えん堤から約500ｍ上流部から下流

側を望む

　　○印は高さ12mのアーチ式治山えん堤の袖部

写真－3　黒岳沢川第1号えん堤下流の状況

写真－5　低ダム群工法の例

写真－7　 上流から2番目の渓流監視カメラを上流

側から望む
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３． ２　美瑛町美瑛川の流木流出

美瑛川第1号えん堤（図－4、集水面積約79km2）で
は、見掛けの容積で約1万m3の流木を捕捉しました（写

真－8）。写真－9は、8月23日午前7時頃の画像です。
気象庁の白金降水量観測所では、23日午前3時から7時
までの4時間で143mmの降雨を観測しました。この降
雨により、美瑛川の流水が側岸を侵食して流木を発生
させたものと考えられます。また、鋼製の流木捕捉施
設の高さを流木堆積面が上回りました（図－5）。施設
の高さ以下で流木を捕捉する設計になっていることか
ら、8月23日の降雨に伴い、流木の量または流量が流
木捕捉施設の計画対象規模を上回っていたものと推察
されます。流木がそのまま下流に流れ橋脚に引っかか
ると、河川水位を上昇させはん濫しやすくなったり、
流木の衝突によって施設被害を重大化させたりするこ
とが懸念されます。こうした点から、今回の美瑛川第
1号えん堤による流木捕捉によって、下流の防災に貢
献していたと考えられます。

３． ３　清水町ペケレベツ川上流部の土石流

ペケレベツ川近傍の降雨量は、新得市街地にある
気象庁新得観測所の8月30日19時から31日1時までの7
時間で累計92.5mm、狩勝峠から国道38号を西方に約
6km離れた北海道開発局狩勝観測所では、同じ時間帯
に198mmの降雨量がありました。
日高山脈東麓の地質については、参考文献2)に詳し
く記載されています。
旧日勝スキー場への橋（写真－10）は、日高山脈の
稜線から約3.5km下方にあり、その地点の渓床勾配は
7°～8°です。写真右側に土石流の堆積跡と推察される
巨礫の塊が確認できます。このことから、最初は土石
流により橋下空間が閉塞し、せき上がった流水が側岸
侵食や橋の取り付け部を下方に侵食し、その後の流水
で土砂を下流に流したものと考えられます。
この橋から約1.5km下流に第1号砂防ダム、同じく
約4km下流に2号砂防ダムがあります。写真－11は2号
砂防ダムの堆砂状況です。粒径の小さな土砂が堆積し

図－4　美瑛川白金地区の概要

国土地理院の電子地形図(タイル)にえん堤地点などを追記
写真－8　美瑛川第1号えん堤上流の流木堆積状況

（旭川開発建設部提供　2016年8月30日撮影）

写真－9　美瑛川第1号えん堤上流の流木捕捉状況

（旭川開発建設部提供　2016年8月23日撮影）
図－5　美瑛川第1号えん堤の流木捕捉断面の模式図

流木捕捉
施設

水面高

捕捉された
流木
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ていて、この地点の堆砂勾配は約1°です。スキー場へ
の橋周辺で堆積している粒径2～3mの土石と対照的で
す。粒径の大きな土石は、勾配が小さいなどで流速や
水深の小さな流水では運搬されないからです。
また、1号ダムと2号ダムは合計で約63万m3（札幌
ドームの約4割の容積に該当）の土砂を貯め、下流の
被害軽減に貢献しました2)。
地域によって土石流のことを“蛇抜け“と呼ぶこと
があります。日勝峠付近からペケレベツ川を望む（写

真－12）と、土石流の跡がまるで蛇が下ったかのよう
にイメージできます。

３． ４　日高山脈東麓の側岸侵食

十勝地方では、2016年8月の出水により、日高山脈
東麓の中小河川の渓流部や緩傾斜部等で側岸侵食が各
地で見られました（写真－13）。側岸侵食による橋の
取り付け部（橋台裏）が流失した事例は、1981年（昭
和56年）8月の出水においても、然別川（写真－14）9)

で複数箇所に見られました。表－1は、“2016年8月北

海道豪雨災害調査団報告”10)を参考に石狩川上流と日
高山脈東麓における渓流部の主な側岸侵食箇所を表し
たものです。流量（降雨量）、移動土砂量および渓床
勾配等の条件がそろえば、大規模な側岸侵食が起こり
えます。8月の出水では、側岸侵食、新たな流路の発生、
これらによる橋の取り付け部の流失などの箇所が多く
見られました。

４．おわりに

2016年8月の豪雨災害は大規模なものでした。渓流
部においては、土石流が発生しましたが砂防えん堤等
の施設が防災効果を発揮しました。一方、土砂を伴う
流れが渓床を上昇させるなど、側岸侵食を助長し被害
を増大させる事例が見られました。土砂移動を伴う災
害の予防には、上流側の渓流部から下流側の河川部ま
で連続した視点による研究が重要であると考えられま
す。
今回の豪雨災害では、側岸侵食による橋の取り付け

写真－10　旧日勝スキー場への橋 写真－11　ペケレベツ川2号砂防ダムの堆砂状況

水滴の付着で一部が不鮮明

写真－12　ペケレベツ川上流部

“蛇抜け”をイメージさせる土石流の流下跡
写真－13　芽室川平和橋付近の側岸侵食状況

侵食範囲 
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部の流失のため、避難活動などの途中で複数の命が奪
われました。発生頻度が低く大規模な2016年8月の豪
雨災害の体験を、次回の災害にも活かさなければなり
ません。災害記録の役割を本稿が少しでも果たすこと
ができればこの上なく幸いです。

謝辞：本稿の作成に当たり、現地調査の便宜を図って
いただいた北海道開発局旭川開発建設部、同帯広開発
建設部等、そして既に公開されている資料を使用させ
ていただいた砂防学会北海道支部、旭川開発建設部お
よび土木学会豪雨災害調査団等に謝意を表します。
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写真－14　1981年8月出水後の然別川瓜幕橋付近の状況

(流向を示す矢印は筆者が加筆)

表－1　石狩川上流や日高山脈東麓の主な側岸侵食事例

河川名 主な側岸侵食箇所

上川町内 石狩川 大雪ダム湖流入部付近
東川町・美瑛町 忠別川 上忠別橋上流域
美瑛町内 美瑛川 白金温泉上流域

辺別川 九線橋付近
新得町内 パンケ新得川 市街地部

パンケ新得川　九号川 市街地上流域
清水町内 ペケレベツ川 日勝峠から下流域

久山川 山腹から下流域
清水町・芽室町 芽室川 上羽帯付近から下流域
芽室町内 美生川 上美生地区付近
帯広市内 戸蔦別川 拓成橋～ポロシリ大橋周辺
大樹町内 歴舟川　ヌビナイ川 ヌビナイ橋付近
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