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長大管水路（道央注水工）における
実管理を踏まえた課題
札幌開発建設部 夕張川ダム総合管理事務所
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河合 正憲
近藤 晴義

当事務所が管理する道央注水工は、延長約 30.8 km、最大通水量約 17 m3/s の道内で唯一、直轄管理を
行っている長大管水路である。また７箇所の分水工を有しており、川端ダム管理支所の水管理システムで
一括して取水管理・操作を行っている。
供用開始から約３年経過し、長大用水路ゆえの管理や操作上の課題も種々明らかになってきた。本報で
は現状における課題および改善について報告するものである。
キーワード：維持・管理、用水施設
「大夕張地区」は、北海道夕張市、岩見沢市、江別市、
千歳市、恵庭市、空知郡南幌町、夕張郡南幌町、同郡由
道央注水工は、国営かんがい排水事業「道央用水地区」 仁町、同郡栗山町および勇払郡安平町の５市５町に跨が
る（図－３）受益面積24,088haの地区であり、水稲を中
で造成された施設で、現在、夕張シューパロダム（図－
心に水田の畑利用による小麦、大豆等の畑作物、メロン
１）、川端ダム（図－２）とともに国営造成施設管理事
等の野菜類およびスターチス等の花きを組み合わせた経
業「大夕張地区」で直轄管理している。
営が展開（図－４）されている。
１．地域の概要

図－３ 大夕張地区位置図
図－１ 夕張シューパロダム

道央注水工取水口

位置

図－４ 地域の営農状況

図－２ 川端ダム
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に放流させないような運用を行っており、より高精度な
取水量管理が必要となる。

２．道央注水工 概要
道央注水工は、川端ダムで取水した夕張川水系の水を
千歳川・安平川水系に送水する流域変更水路であり、オ
ープンタイプの管水路（φ3,000～1,500 mm）と開水路で
構成された延長30.8 km、最大通水量17 m3/sの施設であ
る。水路の途中には、各受益地に送水するための分水工
が７箇所あり（図－５）、分水総数は19に及ぶ。各分水
工の分水数は以下のとおりである。（括弧内は分水数）

３．取水量の管理について
取水量の管理は、川端ダム管理支所に導入されている
水管理システム（図－６）で一括遠方操作・監視してい
る。

図－５ 道央注水工施設位置図

図－６ 水管理システム図
当該システムは、職員が休日等にスマートフォン等で
遠方監視（Web監視）出来るようにしている。
各分水工のゲート操作は管理支所から遠方操作出来る
が、微細な操作が必要な場合は現地の機側操作盤で操作
を行っている。

ａ.道央注水工分水工（２）
ｂ.安平川・無名川分水工（３）
ｃ.ホロカ分水工（３）
ｄ.ポロナイ分水工（４）
ｅ.舞鶴分水工（２）
ｆ.西南分水工（３）
ｇ.南６号分水工（２）

４．道央注水工の水管理の課題
道央注水工に関係する利水者は、ながぬま土地改良区、
恵庭土地改良区、安平町および千歳市であり、川端ダム
管理支所では各利水者からの取水量要請に基づき取水管
理を行っている。
取水調整は、まず利水者より取水前日までに予定取水
量報告を貰い、水源となる夕張シューパロダムおよび共
同事業者の発電事業者との調整を行い、夕張シューパロ
ダムから必要量を夕張川に注水する。夕張シューパロダ
ムから川端ダムまでの到達時間は流量等にもよるが４～
６時間程度要する。また、川端ダムから道央注水工末端
までは２時間程度要する。
取水は、４月21日から８月31日まで行っているが、期
別水利権量が定められており、苗代期 4/21～5/10、代
かき期 5/11～5/25、普通期 5/26～6/30、深水期 7/1～
7/10、普通期 7/11～8/31がある。この他に天候による営
農期間のずれや降雨等の影響により、取水量を変更する
ことがある。特に５月の大型連休や週休日において変更
対応が多くなっている。
また、道央注水工では、用水の余水を極力千歳川水系

道央注水工は、試験通水等で平成26年度から部分的に
供用を開始し、平成30年度から本格的な運用を開始して
いる。分水工等の操作に関し「道央注水工 管理・操作
マニュアル」が取りまとめられている。
代表的な分水工等における操作方法および約３年経過
した現時点における課題等について以下に紹介する。
１）安平川・無名川分水工（図－７、図－８）
① 道央注水工
② 安平川系統
③ 無名川系統 ：３分水
・地下埋設タイプ
・安平川系統、無名川系統のフロートゲートで自動制
御
・川端ダムからの延長および時間
延長約7.8 km、到達時間約30分
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無名川系統
南６号川、南長沼系統
長都系統

安平川系統

道央注水工

道央注水工

図－９ ポロナイ分水工 監視画面

図－７ 安平川・無名川分水工 監視画面

南６号川、南長沼系統
長都系統
道央注水工

図－８ 安平川・無名川分水工

図－10 ポロナイ分水工

取水量調整は、本流の道央注水工から分水する側の安
平川系統及び無名川系統に設置されたフロートゲートに
より、常に一定量の流水が確保されるよう自動制御され
る。
（留意点）
・安平川系統への分水量確認は、延長約5.9 kmの送水先
でも流量測定しており、ここは安平町が管理している
ため、町の水管理システムでデータを確認するか現地
流量計での確認を行っている。
・まれに本線の道央注水工下流側の取水が停止となった
状態で、分水側の取水が継続する場合もあるが、この
ときに本流の道央注水工側にも流下させることが必要
となることがある。

流入量は、下流における取水量の合計値に合わせてス
ライドゲートにより調整を行う。当該ゲートは取水量に
応じて大流量放流ゲート（φ1,150ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ：1 m3/s
以上）と小流量放流ゲート（φ300ｼﾞｪｯﾄﾌﾛｰｹﾞｰﾄ：1 m3/s
未満）を併用する。例えば、取水量変更が微量の場合は
小流量放流ゲートだけ操作するといった運用を行ってい
る。
（留意点）
・流量調節は、管理・操作マニュアル記載の開度－流量
表を基に開度（１%単位）を設定して行っているが、
運用している中で当該開度－流量表に差があることが
判明したことから、実測値による検証を行った。図－
11および図－12に検証結果を示す。（ただし、流量1
～6 m3/sの範囲）

２）ポロナイ分水工（図－９、図－10）
① 道央注水工
② 長都系統
③ 南６号川系統
④ 南長沼系統：４分水
・地下埋設タイプ
・各分水スライドゲートにより制御
・安平川・無名川分水工からの延長および時間
延長約10.1 km、到着時間約60分

図－11および図―12の[当初]は用水量をゲート開度か
ら計算した理論値を表しているが、特に大流量放流ゲー
トでは実測(換算式)との差が生じている。要因について
今後の検証が必要だが、実運用ではこの開度－流量表を
基に実際の流量を監視しながら調整を行っている。
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道央注水工

舞鶴系統

図－13 舞鶴分水工 監視画面
図－11 大流量（φ1,150） 開度－流量 比較図

図－14 舞鶴分水工
分水工の取水量調整は、上流施設であるポロナイ分水
工を操作した後、用水が到達したことを確認し、ゲート
開度－分水量表に基づき分水操作を行う。

図－12 小流量（φ300） 開度－流量 比較図

当分水工は、道央注水工では最大となる４分水の施設
で、取水量調整は、前述の安平川・無名川分水工と同様
に本流の道央注水工から分水する側の長都系統、南６号
川系統、南長沼系統の各ゲートで行う。
当分水工は、本流の道央注水工の流下が前提となって
いる。例えば当分水工より下流側の取水が停止した後に
他系統の取水が必要となった場合でも、道央注水工下流
にも流下させなければならない構造となっており、この
場合は流末側を管理する関係機関と調整を行い、少量で
はあるが下流側に流下させている。
３) 舞鶴分水工（図－13、図－14）
① 道央注水工
② 舞鶴系統：２分水
・開水路タイプ、各分水ローラゲートにより制御
・ポロナイ分水工からの延長および時間
延長約5.1 km、到達時間約15分

（留意点）
・取水開始時や取水量変更時は、ポロナイ分水工操作後
から流況が安定するまで15分程度の時間を要する。
・余水をなるべく生じさせないよう、また下流の取水量
と一致させるよう微調整が必要となる。
・上述したゲート開度－分水量表は、多少のずれはある
が、過去の分水実績の蓄積により補完してきている。
・流況が安定するまで時間を要するのに加えて、施設直
下に位置する超音波流量計が流況の変化に影響を受け
やすく計測値の振れが大きくなかなか安定しないため
ゲート操作に苦慮している。
・ゲート操作は、基本的に管理支所での遠隔操作である
が、遠隔操作では開閉・停止の現地伝達にタイムラグ
があることや水管理システムのゲート開度表示が1 cm
単位であることなどから、0.1 m3/s単位での微量操作
が非常に難しい。そのような場合、現地機側操作盤で
の寸動操作（釦を押している間のみ動作すること。）
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が必要な場合も生じている。
・上述のとおり、流況の安定確認や取水量の微調整のた
め、取水量変更時には待機時間を含めて大幅な時間を
要している。
道央注水工

なお、これより下流にある西南分水工（図－15、図
－16）、南６号分水工（図－17、図－18）は、上述の
舞鶴分水工と同様の開水路タイプで各分水のゲートに
より取水量を制御するもので、ゲート開度の微調整等
の課題も同様である。また、現地の機側操作盤での調
整となると、管理支所からの距離が25 km以上となる
ことから更に時間を要する。

南６号系統

図－17 南６号分水工 監視画面

西南・舞鶴系統
西南系統

道央注水工

図－15 西南分水工 監視画面
図－18 南６号分水工
５．まとめ
西南・舞鶴系統

以上のとおり、道央注水工における実管理を踏まえた
水管理の課題について代表的な施設毎に述べてきた。
この中で各分水工におけるゲートの流量調整に時間を
要すること、流水の到達時間が掛かること等により、調
整に苦慮することも多く見られた。より効率的に行うた
めに、
１） 各分水施設のゲート開度－分水量表の実測に合
わせた補完
２） 水管理システムのゲート開度表示桁の増
３） Web監視データの追加
４） 操作実績等ノウハウの蓄積
についての改善を図っていきたい。

図－16 西南分水工
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