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北海道胆振東部地震による堤防被災と
鵡川下流の緊急復旧工事について
室蘭開発建設部 苫小牧河川事務所 ○舘野 奈々
伊東 篤志
津村 喜武
平成30年9月6日3時7分、胆振地方中東部を震源（深さ約37km）とするマグニチュード6.7の地
震が発生した。厚真町で震度7を記録したほか、むかわ町で震度6強、日高町および平取町で震
度6弱の揺れを観測し、これにより管内全域では甚大な被害が発生した。直轄河川の鵡川・沙流
川においても堤防の沈下や亀裂が広域的に発生するなど大規模な被害が生じている。本報告で
は、直轄河川における堤防被災と緊急復旧工事の実施状況について報告する。
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1. はじめに
平成30年9月6日3時7分に胆振地方中東部を震源とする
地震が発生した。この地震により厚真町で北海道では初
めてとなる震度7を記録したほか、安平町で震度6強、日
高町および平取町で震度6弱の揺れを観測した。今回の
地震では、死者41名、重軽傷者749名といった人的被害
のほか、建物では、住家全壊409棟、半壊1,262棟、一部
損壊8,463棟という甚大な被害に見舞われた。胆振日高
管内でも地震により、土砂災害や家屋の倒壊等の被害を
受け、直轄河川である鵡川・沙流川では堤防天端に縦・
横断亀裂、堤防法面に縦断亀裂などの堤防本体の変状が
発生した。
本報告では、地震の概要、地震による鵡川・沙流川の
堤防の被災と鵡川下流の緊急復旧工事の一連の対応につ
いて報告する。

9月6日の最初に発生した地震以降も余震が発生し、9
月6日から11月30日までに震度4以上の地震が24回、震度
1以上の地震が325回計測された。
地震に伴い地殻変動も確認されており、電子基準点の
観測データ等を解析した結果、「門別」で南方向に約
5cm、「苫小牧」で東方向に約4cmの移動が確認された。
また、陸域観測技術衛星2号「だいち2号」の合成開口レ
ーダー干渉解析の画像によると、震央周辺で約7cm（暫
定値）の隆起及び、隆起域の東側で最大約4cm（暫定
値）の東向きの近く変動が観測された。
気象庁HPより

2. 被災の概要
(1)地震の概要
平成30年9月6日に発生した地震により、厚真町で北海
道では初めての震度7、むかわ町で震度6強、日高町およ
び平取町で震度6弱の揺れを観測したほか、道内の一部
地方で震度1～6強を観測した。

図-2 地震に伴う地殻変動
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(2)直轄区間の被災状況
鵡川・沙流川の直轄区間では、基準観測所であるむか
わ町松風とむかわ町穂別で震度6強、日高地方日高町門
別、平取町振内で震度6弱、平取町本町で震度5強を観測
したため、直ちに3班体制で全区間の一次点検を実施し、
堤防天端の縦断亀裂や沈下等の変状を29箇所で確認した。
また、詳細な被災状況確認のため二次点検を実施し、現
場状況の保持や降雨等に備えるため、ブルーシートと土
のうによる応急対策を実施した。

鵡川での被害は比較的地盤の軟弱な下流部に集中してお
り、河口左岸築堤及び汐見築堤においては、堤防天端の
沈下やHWL以深に亀裂が生じていることから、直轄河
川緊急復旧事業による緊急復旧を実施することとした。

3. 緊急復旧工事について
地震の影響により堤防に縦・横断亀裂や堤体の沈下な
どの被災を受けた箇所のうち、堤防本体に変状がみられ
た鵡川の河口左岸築堤と汐見築堤では、9月7日の10時30
分から24時間体制で緊急復旧工事に着手した。
緊急復旧工事は、図-5に示すように鵡川河口左岸から
の汐見築堤のKP0.6～KP2.0付近の4カ所で実施され、下
流から順に①～④工区とした。各工区の主な被災状況は、
表-1に示す。
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写真-1 鵡川左岸KP12.2付近 堤防天端縦断亀裂
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図-5 緊急復旧施工箇所図
表-1 被災概要
箇所

被災延長

①工区（河口左岸築堤）
0.0k＋470m～0.0k＋570m

②工区（河口左岸築堤）
0.6k＋50m～0.6k＋200m

写真-2 鵡川左岸KP2.6付近 堤防天端横断亀裂

標高(m)

被災後に堤防天端の測量を行い被災前の測量結果と比
較し堤体の変化量を計測したところ、KP0.8～KP6.0の間
で最大で50cm以上堤体が沈下しているのが確認された。
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図-4 鵡川河口左岸築堤測量結果比較
最終的な被災箇所数は、軽微なものを含めおよそ70箇所
となっており、そのうち8割以上が鵡川で発生している。
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写真-3 ②工区被災状況写真（堤外側法面縦断亀裂）

除雪シートを代用した。夜間の作業に向けて照明車を6
台確保し現場に配置した。
工事箇所に向かうための運搬路は地震により亀裂が生
じており、通行時の安全を確保するため敷砂利による運
搬路の造成を行った。
表-2 他開建からの調達資材
開建

搬出元

資材

岩見沢河川事務所
札幌
江別河川事務所

写真-4 ③工区被災状況写真（堤防天端横断亀裂）

帯広

帯広河川事務所

札幌

千歳川河川事務所

数量
1,940 (個)

大型連節ブロック
(300～400kgタイプ)

2,073 (個)
1,544 (個)

除雪シート

195 (枚)

各工区の被災状況に沿った標準断面を本局との事前協
議により決定し、現地にて資材運搬ルート、資材搬入日
時、施工手順などを確認し各所の被災状況に沿った応急
復旧の盛土を行い堤防の形状を回復後、堤体の堤外側を
止水シート、堤内側をブルーシートで覆い、洪水期を考
慮し堤外側の法面を大型連節ブロックで補強することと
した。なお、使用する大型連節ブロックは作業効率向上
のため、極力シャックルタイプのものを使用することと
した。
写真-5 工事用道路補修前

図-6 ③工区の復旧工法の例
(a) 9月6日～9月7日（被災当日～緊急復旧工事着手）
各工区の標準断面を受注者に指示し、7日の10時30分
に緊急復旧工事に着手した。現場では現場代理人を2人
配置し現場作業員は2交代制をとり、監督職員も24時間
体制で衛星車等による工事の監視行い施工状況の確認と
把握に努めた。なお、余震発生の可能性や天候不良も見
込まれることから事故等に十分注意するとともに、特に
気象条件については現場安全基準を設定した。
被災当日から着手1日目は工事箇所測量、ブロック・
止水シートなどの資機材の調達、工事箇所への進入路の
造成等を行った。
資機材について、緊急復旧工事に必要な大型連節ブロ
ック・止水シートは事務所で備蓄していた数量では不足
が生じたため、不足分については地震後の6日に他開建
の事務所と調整を取り、8日から10日にかけて各開建の
備蓄ヤードから工事現場近隣のヤードに搬入し、必要数
量を確保した(表-2)。なお、復旧断面決定時、堤外側を
止水シートで覆うこととしていたが、備蓄資材状況から
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(b) 9月8日～9月9日（2日目～3日目）
8日から9日にかけて、①工区では被災前の築堤高さま
で応急盛土を行い、その作業が終了次第測量実施し、現
地の確認後シート張工に移り、大型連節ブロック敷設と
いった流れで逐次作業が行われた。②工区でも①工区と
同様の流れで作業に当たった。また、②・③工区では堤
外側の作業と並行で堤内側にてブルーシートの設置を行
った。9日には①工区と④工区で堤防天端の舗装取壊
し・撤去を行い、④工区では応急盛土・シート張工等の
作業を実施した。除雪シートは、重さによる滑りを防ぐ
ためにピンでシートを留めながら施工を行った。

写真-6 シート張工施工状況写真（①工区）

(c) 9月10日～9月11日(4日目～5日目)
10日から11日にかけて、10日から①工区と④工区では
堤内側にブルーシートの設置を行った。
11日には①～③工区でブロックの敷設作業が完了、④
工区ではシート張工が完了しブロック敷設作業を開始し
た。なお、④工区は堤防断面が大きいため、十分に安全
を考慮した上で堤防天端と法尻の両方からブロックを敷
設した。

4. 堤防被災要因について
今回の地震により著しく被災を受けた鵡川河口の河口
左岸築堤、汐見築堤を対象に、液状化発生の有無や液状
化発生源等の被災要因を把握する目的でボーリング調査
を実施した。調査箇所図を図-7に示す。
調査箇所①（河口左岸築堤）
調査箇所②（汐見築堤下流）
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図-7 調査箇所図

写真-7 大型連節ブロック布設完了写真
（① ～③工区）

(1) 調査の概要
調査位置については、各被災箇所で変状が大きい断面
を対象とし、堤防横断方向に3地点実施した。また、今
回地震による液状化発生の有無を判定する目的で、標準
貫入試験および粒度試験等の室内土質試験を実施した。
(2) 調査結果
河口左岸築堤における土層断面図を図-8、汐見築堤に
おける土層断面図を図-9に示す。これによると、築堤盛
土が4～5m程度の盛土厚で確認され、土質は砂礫や礫混
じり砂が主体である。基礎地盤は、河口左岸築堤では、
表層より砂質土（As1）および礫質土（Ag1）が堆積して
おり、薄層の火山灰（Av）や有機質土（Ao）を挟んだ後、
N値50程度の礫質土（Ag2）が層厚5m～8mで堆積し、以深
にて洪積層である粘性土(Dc)が確認された。
一方、汐見築堤では、表層で粘性土（Ac1）の堆積が
確認され、礫質土（Ag1）の堆積は確認されていない。

H=4m 程度

写真-8 大型連節ブロック敷設状況写真（④工区）
(d) 9月12日～9月13日(着手6日目～緊急復旧工事完了)
12日から13日にかけて、12日には①工区のブルーシー
ト設置作業が完了、13日に④工区のブルーシート設置作
業が完了し、午後4時30分に①～④工区すべての作業工
程が完了し緊急復旧工事の完了とした。

B (礫質土：N=3～4)
As1 (砂質土：N=6～17)

H=2m 程度
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□：液状化土層

図-8 土層断面図（河口左岸築堤）
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B (礫質土：N=3～7)
Ac1 (粘性土：N=2～6) 地下水位(推定)
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□：液状化土層

写真-9 緊急復旧工事完了写真（④工区）
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地下水位(推定)

図-9 土層断面図（汐見築堤）

(3) 液状化判定結果
ボーリング調査結果および室内土質試験結果をもとに、
今回地震の実地震動による液状化判定を行った。なお、
設計水平震度は、北海道胆振東部地震の実地震動とし、
「K-NET鵡川」で観測された最大加速度（662gal）を採
用した。液状化判定の結果、砂質土（As1）および火山
灰（Av）で液状化が発生する結果となった。
(4) 地震時沈下量検討結果
実地震動による液状化判定結果をもとに静的自重変形
解析による地震時沈下量を算定した。解析の結果、河口
左岸築堤では65cm、汐見築堤では67cm程度の沈下量とな
り、実測値と概ね同様の結果が得られた。
沈下量：65cm

図-10 地震時沈下量（河口左岸築堤）
沈下量：67cm

図-11 地震時沈下量（汐見築堤）
今回の調査・検討の結果、堤防の被災は基礎地盤が液
状化しそれに伴い堤体が沈下したことで発生したものと
判断された。復旧対策工については、基礎地盤の液状化
により堤体は沈下したが基礎地盤に至る破壊は認められ
ず、また堤防の沈下量は計画高水位および照査外水位を
上回っていたことから、基礎地盤の処理は実施せず、亀
裂箇所の部分切り返し及び補足盛土による復旧が妥当で
あると判断した。
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5. さいごに
9月6日に発生した胆振東部地震では、北海道では観測
史上初の震度7を観測し、また道内の広範囲で地震によ
る激しい揺れに見舞われた。この地震により、揺れの激
しかった地域では、人的・物的に甚大な被害を受けた。
苫小牧河川事務所では、鵡川・沙流川の全域で堤防等
に被災を受け、特に堤防の変状が大きかった鵡川の河口
左岸築堤では被災後24時間体制で緊急復旧工事に着手し
た。緊急復旧工事中は、震度4を超える余震が続き、食
料・電気・燃料といったライフラインの復旧が不十分で
あり、作業にあたる現場作業員の中には地震により被災
を受けた者がいるといった厳しい状況であった。そうい
った中、地元建設会社と資機材の確保に協力いただいた
各関係機関のご尽力があり、事故無く6日間で完成させ
ることができた。また、上記関係機関も含め、応急復旧
に対応していただいた建設会社、対策工法や調査手法に
ついて助言をいただいた有識者や寒地土木研究所、被災
の調査に携わっていただいた建設コンサルタントに改め
て感謝の意を表し、本工事の報告とする。

