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あったことから、農林水産大臣から防衛大臣へ自衛隊

１．農業用ダム

の協力要請がなされ、自衛隊ヘリでの人員輸送による
１．１

洪水吐の土砂・倒木の撤去作業が開始されることとな

厚真ダム

厚真ダムは、厚真町内厚真川の本川上流部に建設さ

った。

れ、昭和46年に供用開始された農林水産省所管の農業

寒地土木研究所は、北海道開発局からの派遣要請を

用ダムである。堤高38.2m、堤長222.0mの中心遮水ゾ

受け、9月8日～13日（6日間）において、自衛隊の協

ーン型フィルダムで、側水路横越流型の洪水吐を備え

力のもとダムの現地調査を行い、被災状況やダム本体

ている（図－1、2）。震央からの距離は約11.9km、

及び付帯施設の安全性の確認、崩壊法面の安定性の確

観測された揺れは、ダム天端位置で最大1,293gal（上下

認を行うとともに、崩壊斜面直下での土砂撤去作業の

流方向）、ダム基盤位置で最大305gal（左右岸方向）、

安全確保のため、斜面の監視等を継続して行った。ま

満水に近い状況下での被災であった。

た、洪水吐の本格的な復旧等、被災箇所の復旧に向け

発災当日、ヘリから北海道開発局による現地調査が
行われ（写真－1）、ダムサイトでは大規模な斜面崩

た技術的支援を継続して行っている。
１．１．１

堤体の安全性の確認調査

壊が複数発生し、洪水吐に大量の崩壊土砂が流入して

ダムサイト左岸法面の崩壊、下流右岸法面の崩壊を

おり、早急な危険回避措置が必要な状況にあることが

現地で確認したが、踏査の結果、ダム堤体自体には、

確認された。しかし、ダムへの唯一のアクセス道路で

上・下流法面とも安定性を損なうような不同沈下やク

ある道道が随所で寸断され、現地に入ることが困難で

ラック等の変状は見られず、下流法面周辺での浸出水
も見られなかった。また、数日にわたり踏査を継続し
たがこれらに変化は見られなかった（写真－2）。そ

ᕥᓊ

の後、北海道開発局が堤体の表面変位を簡易測量によ
り計測した結果、発災前と比べダム天端で最大17.8

⟶⌮ົᡤ

cmの沈下が確認された。また堤体の横断測量の結果

ὥỈྤ

からは、目立った法面の変形は認められなかった。
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図－1 厚真ダム平面図
（北海道開発局のデータをもとに作成）

図－2 厚真ダム標準断面図
（北海道開発局のデータをもとに作成）
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写真－1

発災直後の厚真ダム（北海道開発局撮影）
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写真－2

写真－3

発災直後の厚真ダム堤体（下流側）

写真－4

洪水吐クレスト部に流入した土砂と倒木

埋没したゲート操作室及び浸透量観測施設

ダム挙動観測機器のケーブル類、受配電盤等が崩壊
土砂等により破損し、水位、放流量、震度等の観測が

写真－5

自衛隊による洪水吐内の倒木撤去作業

不能となっていたが、発災直後に緊急措置として、衛
星通信水位計を上空からダム湖面に投下し、貯水位を

とができたことから、放流量が増加し、現在は最低水

遠方監視できる体制が整えられた。また、ダム下流右

位以下で管理されているが、早急な取水・放流機能の

岸部（ゲート操作室付近）に設置していた浸透量観測

回復、ダム挙動観測体制の整備が必要である。併せて

室が崩壊土砂により破損・埋没し（写真－3）、ダム

崩壊斜面の対策が必要である。

の浸透量の観測が不能となったが、土砂が撤去され、

１．１．２

現在は浸透量観測が可能となっている。

洪水吐の被災状況調査と応急対応

ダムサイト左岸部では、上下流にわたって大規模な

ダムの取水・放流設備は、湖内に設置された取水塔

斜面崩壊が発生し、その直下に位置する洪水吐が倒木

及びその直下の取水・放流ゲート、ダム建設時の仮排

を含んだ崩壊土砂により広範囲に破損・埋没した（写

水路トンネルを活用した導水路で構成され、ダム直下

真－4）。また、崩壊土砂はダム堤体の一部及び天端

の放水口付近にゲート操作室が設置されている。地震

の中央付近にまで達した（写真－1）。

で発生したダム下流右岸法面の崩壊により土砂が放水

洪水吐に流入した大量の土砂は、通水阻害を起こす

口及び操作室を直撃し、破損・埋没によりゲート操作

恐れがあったため、緊急的に機能回復を図る必要があ

が不能となった（写真－3）。発災時の貯水は、常時

った。ダムへは陸路からのアクセスが不能で、流入土

満水位から約40cm下がりと満水に近く、発災前日よ

砂の撤去に必要な機械力の投入が困難であったため、

3

り約5m /sの放流が行われていたが、被災後も放流が

協力要請した自衛隊の人力により作業が開始された。

維持されたと推測され、ダムの水位は徐々に低下し

特に通水阻害を助長すると考えられる倒木の切断・撤

た。後に暫定操作により放水ゲートの開度を上げるこ

去に重点を置き、最大約190名体制での作業となった
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（写真－5）。余震が続く中での崩壊斜面直下の撤去

１．２

瑞穂ダム

作業であり、隊員の安全確保が第一であったことか

瑞穂ダムは、国営かんがい排水事業早来地区によっ

ら、寒地土木研究所では、斜面の調査を継続し、斜面

て建設され、平成10年に供用を開始した中心遮水ゾー

に変調が発生していないか監視を継続した。

ン型フィルダムである。総貯水量は4,300千m3、有効貯

アクセス道路の啓開が進み、重機の投入が可能とな

水量は3,900千m3であり、堤高25.9m、堤頂長427.05m

った段階で作業が機械力に移行し、洪水吐に流入した

である。北海道開発局のデータによると、発災時に堤

3

約8,500m の土砂全てが取り除かれた。

頂で最大937gal（上下流方向）の加速度が生じた。

また現地踏査により、洪水吐導流部の側壁コンクリ

地震発生当日に、北海道開発局による現地調査が行

ートの一部破損やひび割れ、擁壁の傾倒等を確認した

われた。階段工の亀裂（写真－8）や貯水池内の法面

（写真－6）。詳細な調査、洪水吐全体の機能回復及

崩落等が確認されたが、堤体上下流法面の異常は見ら

び健全性の確保が引き続き必要となっている。

れなかった。寒地土木研究所は、北海道開発局の要請

１．１．３

を受けて、北海道開発局とともに9月18日に瑞穂ダム

貯水池の斜面崩壊

ダム貯水区域で、貯水に影響があると考えられる斜

の現地調査を行った。除草後の法面観察によって、堤

面崩壊が7カ所で発生している（写真－7）。崩壊の大き

頂部下流側法肩に亀裂が確認された。長さ1mのピン

い箇所では、法長約350m、上幅約100m、下幅約300
m、深さ約1mの規模と推定される。殆どが表層に堆積
する火山灰層をすべり面とする崩壊と見られ、面的規
模が大きい割に崩壊土砂量が少ない特徴がある。

写真－8

写真－6

洪水吐導流部擁壁の被災状況

写真－9

写真－7

貯水池区域の斜面崩壊状況（北海道開発局撮影）

寒地土木研究所月報

瑞穂ダム堤体の階段工に生じた亀裂

特集号 

瑞穂ダム堤頂下流側の法肩にできた亀裂

（左にある溝はトラフである。亀裂はトラフに沿って、堤
体表面に現れていた。左下に白く見えるピンポールの位置
に亀裂がある。）
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外の国営造成施設を中心に自主調査を行った。当研究
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図－3 瑞穂ダム堤頂部付近の亀裂
（北海道開発局のデータをもとに作成）

水田へ灌漑用水を供給するこれらの施設は、灌漑期
を終え通水を停止した直後の被災であったことから、
当該年内の用水供給への支障は免れた。しかし、施設
自体が大きな被害を受け機能回復に時間を要すること
から、次期の灌漑に向け暫定的にも用水供給を可能と
するための方策が最重要な課題となっている。

ポールを使って亀裂の深さを確認したところ（写真－
9）、深いところでは1mを超えることがわかった。

２．１

頭首工

堤頂部における亀裂に関しては、その後、北海道開

美里頭首工、9区頭首工及び川東頭首工では、管理

発局によって試掘調査が実施された。その結果、図－

橋や架台コンクリートのひび割れ・破損、護岸部の沈

3に示すように、堤頂部下流側法肩付近の亀裂は、ダ

下等を確認したが（写真－10）、頭首工本体に大きな

ム軸方向に3本あり、亀裂の延長は、法肩に近いもの

損傷は見られなかった。一部堰柱等にひび割れが確認

から順に315m、207m、197mであった。これらの亀

できることから、健全性の確認が必要と思われる。ま

裂の先端は半透水性ゾーン内にとどまっており、フィ

た、9区頭首工では取水口付近のコンクリート擁壁の

ルター内部にまで届いているものはないことが確認さ
れた。
２．その他の農業水利施設
寒地土木研究所では、9月11、12日の両日、厚真
町、安平町、むかわ町に存ずる農業水利施設の被害状
況を把握するための自主調査を行い、北海道開発局へ
調査結果を報告した。
被災があった農業水利施設には、前述の厚真ダムや
瑞穂ダムのほか、国営事業で整備された頭首工、揚水

写真－10

図－4
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自主調査を行った農業水利施設

写真－11

頭首工管理橋ひび割れ（美里頭首工）

取水口部の壁の破損と傾倒（9区頭首工）
寒地土木研究所月報
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写真－12

河床部ゲートの埋没（9区頭首工）

写真－15

写真－16

２．２
写真－13

管埋設部の流出水による農地の侵食

埋設管の浮上

破損した空気弁本体と飛散した弁体の部品

用水路

２．２．１

管水路（パイプライン）

勇払東部地区の主要施設である厚幌導水路（図－
4）は、全延長が約29km、口径が上流部で2,200mm、
下流部で1,200mmの大規模なオープンタイプの管水路
である。建設には10年以上を要し、平成30年度から待
望の通水を開始した矢先の被災となった。
発災直後の調査では、立ち入り可能な範囲で厚幌導
水路の全線を目視調査したが、付帯施設（分水工、空
気弁工等）以外は地下に埋設され管体自体を直接確認
できないことから、地上からの観察及び工作物付近の
調査を行うことで被害状況の把握に努めた。結果、管
内の残留水の流出による農地の侵食、道路横断部分の
沈下、管埋設箇所の浮上・沈下、付帯施設のマンホー
ルの浮上等を確認した（写真－13）。
写真－14

曲点部付近の埋設管の離脱

後の北海道開発局との調査では、埋設管の浮上、沈
下、管埋設路線の屈曲部前後での管の離脱・破損等が

傾倒や破損が見られ（写真－11）、河床部に設置され

多数確認された（写真－14、15）。また、空気弁が激

ているゲートが土砂に埋没していた（写真－12）。発

しく破損した箇所があり、地震時に管内で急激な水圧

災後の土砂流出による影響も考えられた。

上昇が発生したことが推測された（写真－16）。
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写真－20

写真－17

地滑りによる水路の閉塞状況（川西幹線用水路）
（北海道開発局撮影）

管内調査による管離脱部の確認状況

写真－21
写真－18 管体継ぎ手部の離脱による破損状況
（写真－17の管頂部をみたもの）

フルーム水路目地部の破損（支線用水路）

生し、破損に至っている箇所も多数確認された（写真
－17、18）。
現在、北海道開発局において、寒地土木研究所グル
ープ長を含む専門家からなる復旧検討会を設置し、被
災に至るメカニズムの解明や、これを踏まえた復旧工
法等の技術的な検討がなされている。
厚幌導水路の全路線の復旧には複数年を要する状況
にあり、旧施設等を活用した暫定的な灌漑用水の供給
確保のための調整が最優先に進められている。
２．２．２

開水路

むかわ町に位置する川西幹線用水路は、主に張ブロ
ック護岸の開水路であり、随所でブロックの崩落やひ
び割れが確認された（写真－19）。また、北海道開発
写真－19

護岸ブロックの破損（川西幹線用水路）

局の被災調査では、同用水路脇の地山斜面が2カ所で
崩落し、用水路が土砂で埋塞した状況が確認された

管内調査においては、管体の沈下、曲管部の破損、
管のひび割れや変形が確認されるとともに、激しい揺
れにより管と管の継ぎ手部分で大きなずれと衝突が発
46

（写真－20）。被災延長は、全延長の約8割に相当す
る6.3kmに及ぶとされる。
川東幹線用水路は、主にL型ブロック構造の開水路
寒地土木研究所月報
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であるが、北海道開発局の調査では、L型ブロックの

たが、横断方向の目地の破損、遊離が著しいことが確

傾倒が確認されている。被災延長は全延長の約4割に

認され（写真－21）、復旧には時間を要すると考えら

相当する3.3kmに及んでいるとされる。寒地土木研究

れた。

所では、川東頭首工付近の支線用水路の一部を調査し
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