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１．はじめに 

平成28年8月の台風および豪雨によって、農業水利
施設や農地が甚大な被害を受けた。とくに台風10号に
よりもたらされた豪雨（以下、「8月豪雨」）は、日高
山脈東麓に大規模な洪水を引き起こした。国立研究開
発法人土木研究所寒地土木研究所と公益社団法人農業
農村工学会北海道支部は合同で、平成28年9月7日から
8日にかけて、十勝総合振興局内清水町（図－1）内の

農業用幹線排水路を中心に被害状況の調査を実施し
た。本稿では、その主要な結果について報告する。

２．調査地の位置 

調査地の位置図を図－2に示す。調査対象とした農
業排水路は、国営土地改良事業御影地区において整備
された羽帯幹線排水路である。同排水路におけるNo.1
からNo.6地点を踏査して、被害状況を記録した。

３．調査結果 

３． １　No.1地点における被害状況

３． １． １　蛇行による排水路法面の侵食 

排水路の流路が蛇行して、法面やその背後の地山が
侵食されている状況がみられた。その様子を写真－1

に示す。この場合、排水路の右岸には連節ブロックの
護岸が残存しているものの、左岸側の護岸は崩壊し流
亡していた。この流路の蛇行によって、河床幅は従来
の排水路幅（約6ｍ）の2倍～3倍に拡幅されていた。
また、その直下流において排水路の右岸側が侵食され
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図－2　現地調査を実施した国営土地改良事業

　　 御影地区内の羽帯幹線排水路の位置
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図－1　十勝総合振興局内清水町の位置
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写真－1　蛇行による排水路法面および地山の侵食
公益社団法人農業農村工学会北海道支部�HP2)より掲載
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ている状況を写真－2に示す。ここでは排水路の法面
および地山が侵食を受けて、そこに埋設されていた流
入工が破損している状況であった。また、こうした蛇
行により、排水路に隣接する農業施設の間近まで侵食
が迫�っている状況がみられた（写真－3）。
３． １． ２　橋梁における流木と土砂の堆積 

No.1地点では、写真－4に示すように、排水路にか
かる橋梁の上流側に流木や土砂が堆積して、従来の流
れを妨げている状況がみられた。写真－5にその状況
を小型�UAV�により上空から撮影した写真を示す。流
木と土砂の堆積によって排水路の流路は遮断されて、
新たな流れが橋台の外側を迂回するように形成されて
いた。そのため、この橋梁へ接続する道路は完全に寸
断されている状況であった。

３． ２　No.2地点における被害状況

３． ２． １　橋梁における流木と土砂の堆積 

No.2地点の排水路にかかる橋梁下の状況を写真－6

に示す。この橋梁においても、流木や土砂が堆積して
流れの障害となっていた。また、その直上流の状況を
写真-7�に示す。流路の蛇行によって排水路周辺の林
帯が侵食を受けて崩壊していた。こうした被災箇所か
ら排水路内に流木が供給されていると推測される。

３． ３　No.3地点における被害状況

３． ３． １　洪水時の最高水位の推定 

No.3地点における橋梁近傍の排水路には、流木や土
砂などの堆積はほとんどなく、その護岸もほぼ元の形
状を保持していた。そこで、この橋梁近傍の排水路法
面に残された流れの痕跡から、8月豪雨の洪水時にお
いて達した最高水位を確認した（写真－8）。その結果
を図－3に示す。No.3地点における排水路の設計洪水
位1.06mに対して、8月豪雨の洪水時における最高水

写真－2　蛇行による排水路護岸の侵食と流入工の破損

写真－3　蛇行により農業施設の間近まで侵食が迫る様子

写真－4　橋梁の上流側に堆積した流木および土砂
公益社団法人農業農村工学会北海道支部�HP2)より掲載

写真－5　道路を寸断し橋を迂回して形成された流路
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位は2.60mであった。8月豪雨時には、排水路の設計
に見込まれる想定をはるかに超える大規模な流出が起
きたものと考えられる。
３． ３． ２　法面侵食による護岸の破損

No.3地点における排水路はほぼ直線的な路線区間で
あり、その流路に蛇行はみられなかった。しかし、写

真－9に示すように、排水路の法面や背後の地山が侵
食されている状況であった。こうした被害状況は、前
項に示したとおり、排水路の水位が連節ブロックによ
る護岸の上端をこえて上昇したため、護岸のない法面
の土砂部分から侵食が進行して、しだいに連節ブロッ
ク背後の地盤が洗掘されたことによって発生したもの
と考えられる（図－4）。

写真－6　橋梁下に堆積した流木や土砂
公益社団法人農業農村工学会北海道支部HP2)より掲載

写真－7　林帯が侵食された状況
公益社団法人農業農村工学会北海道支部HP2)より掲載

写真－8　洪水時の最高水位を確認する現地調査の様子
最高水位は連節ブロック上端から110cmの高さにまで達した
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図－3　排水路の設計洪水位と8月豪雨時の最高水位

写真－9　直線的な流路における法面および地山の侵食
公益社団法人農業農村工学会北海道支部HP2)より掲載
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３． ４　No.4地点からNo.5地点における被害状況 

No.4地点からNo.5地点にかけて農地が大規模に被災
している状況がみられた。写真－10にNo.4地点におけ
る農地の被害状況を示す。農作物と表土はほとんど流
亡し、農地内には排水路の本流とみられる流れが生じ
ていた。この状況を小型UAVによって上空から撮影
した写真を写真－11に示す。従来、排水路は写真下方
（南側）の緑地または林帯に沿って位置しており、そ
れより写真上方（北側）の一帯は農地であった。排水
路の流路は農地側にシフトして、農地内を貫通して流
路が形成されている状況であった。写真－12に示す
No.5地点における橋梁の直下流には土砂の堆積がみら
れ、この地点から農地側へ流路の変化が起こり、農地
をしだいに侵食していったものと考えられる。また、
洪水のピーク時には農地表層を広範囲に水が流れたと
みられ、農地表面にはいく条もの流れの痕跡が確認さ
れた（写真－13）。

写真－10　農地表面の流亡と農地を通過する流れ

写真－12　No.5地点の土砂堆積と農地側へ向かう流路 写真－13　農地表層に残された流れの痕跡

写真－11　小型UAVを用いて上空から撮 影された農地の被害状況
公益社団法人農業農村工学会（2016)1)より掲載（一部加筆）�
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３． ５　No.6地点における被害状況

No.6地点における橋梁付近の排水路法面は比較的健
全な状態であった。しかし、8月豪雨の洪水時には、
排水路の法肩を越流して氾濫が起きたものと考えられ
る（写真－14）。隣接する農地や直下流の落差工周辺
では、多量の土砂が流亡するといった被害がみられた
（写真－15）。落差工構造物に致命的な損傷はみられな
かったが、その周囲の覆土が流亡して、落差工構造物
の地下埋設部分があらわになっている状況であった
（写真－16、写真－17）。また、同地点近傍の農地の一
部では、氾濫流による侵食を受けて、農地面から深さ
約150cmまでの耕作土および土砂が消失している状況
であった（写真－18）。

写真－14　越流が起きたと推定される排水路の状況

写真－15　氾濫流による農地および落差工の被害

写真－16　覆土が流亡した落差工構造物
公益社団法人農業農村工学会（2016)1)より掲載

写真－17　覆土が流亡してあらわになった落差工構造物
公益社団法人農業農村工学会北海道支部HP2)より掲載

写真－18　氾濫流によって侵食された農地断面
公益社団法人農業農村工学会（2016)1)より掲載
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４．まとめ

本調査において確認された各被害状況は、次のよう
にまとめられる。
(1)�流路の蛇行による護岸の損壊や法面および地山の
侵食
流路の蛇行はNo.1地点、No.2地点、No.4地点、No.5
地点において確認された。その各地点内においても大
小さまざまな蛇行による被害が随所にみられた。とく
に局所的に侵食が進行して、危険が人家近傍に及んで
いる状況もみられた。
(2)�橋梁下に流木や土砂が堆積することによる流下障
害および流路変化に伴う橋梁近傍の侵食
農業排水路には農道などの比較的小規模な橋梁が設
置されており、そうした橋梁下に流木や土砂が堆積す
れば流下能力が著しく低下する。No.1地点における被
害のように、流路が迂回して道路を寸断してしまう場
合もある。
(3)�排水路護岸の高さをこえて水位が上昇したことに
よる法面および地山の侵食
8月豪雨による洪水時には、排水路の水位は、その
設計洪水位の約2.5倍の高さまで上昇した。そのため、
直線的な路線区間であっても排水路法面上部は侵食を
受けて流出したものと考えられる。
(4)�排水路の法面を越流した氾濫流による侵食および

土砂流亡
橋梁の前後および直下の排水路は、致命的な損壊に
至っていない場合が多かった。しかし、排水路が比較
的健全な状態であっても、No.6地点における被害のよ
うに、排水路法肩を越流した氾濫流が近傍の農地や水
利構造物に被害をもたらすような状況が起こり得る。
以上のように、被害は多様な形態で発生する。本調
査報告が、復旧工事を実施する行政や施設を管理する
自治体および土地改良区における災害対策の検討に際
して活用されれば幸いである。

謝辞：本調査を実施するにあたり、北海道開発局から
被害地点の情報や資料の提供をいただいた。ここに記
して謝意を表します。�
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