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国営造成施設直轄管理事業「大夕張地区」では２ダムの他に大口径パイプラインを主とする
用水系統を維持管理している。平成３０年９月に発生した北海道胆振東部地震により直轄管理
施設である道央注水工及び安平川注水路が被災し、早期の復旧工事が必要となった。本報では
被災（漏水事故）から調査・復旧までの経過について報告する。
キーワード：災害復旧、大口径パイプライン

1. はじめに
国営造成施設直轄管理事業「大夕張地区」では、北海
道石狩振興局、空知総合振興局及び胆振総合振興局管内
に位置する5市5町にまたがる24,088haの水稲作を中心と
した農業地帯を受益とし、国営大夕張土地改良事業（か
んがい排水）及び国営道央用水土地改良事業（農業用用
排水）により造成された夕張シューパロダム、川端ダム
（頭首工）及び道央注水工、安平川注水路等の注水路8
条を、「施設の適正な維持管理並びにかんがい用水の合
理的な送水を行うことにより、これらの施設の効用を適
正に発生させる」ことを目的とし、国が管理している
（図-1）。
平成30年9月6日午前3時8分頃、北海道胆振地方東部を
震源とした最大震度７（Ｍ6.7）の地震が発生した。夕
張シューパロダム（夕張市）地震計では天端507Gal・監
査廊（基礎部）78Gal、川端ダム（由仁町）地震計では
天端412Gal・監査廊（基礎部）252Galを記録した。この
地震により道央注水工及び安平川注水路の空気弁接続管
4カ所に漏水が確認された。
本報告は、道央注水工及び安平川注水路において実施
した地震発生後の調査及び被災（漏水事故）状況、復旧
までの一連の経過について報告するものである。
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大夕張地区

図-1 地区位置図

2. 被災施設の概要
道央注水工は、石狩川支流夕張川の中流に造成された
川端ダム（由仁町）より取水し、石狩川支流千歳川（恵
庭市）及びその支川へ注水するための送水施設であり、
上流部はボックスカルバートを主体とした開水路で一部
トンネル構造である（図-2,3）。中・下流部はオープン
タイプパイプラインで最大通水量17.48ｍ3/s、最大口径
φ3,000mmの強化プラスチック複合管により構成される
延長約32.5㎞の用水路である（図-2,4）。
また、道央注水工より分岐する注水路8条は全てパイ
プライン構造であり、そのうち安平川注水路は最大通水
量0.87ｍ3/s、最大口径φ1100mm、延長5.9kmである。
道央注水工の基礎地質は大きく３つに分かれており、
上流部の起点から5km区間はＮ値30以上の礫質土が深部

まで体積しており良好な地盤である。その後5kmから
16kmまでの中流部区間はＮ値10以下の火山灰質の粘性土
や砂質土が互層状に堆積しており、地盤的には不均一で
一部軟弱地盤となる区間もある。以降の下流部区間は深
部が泥炭層で上部もＮ値5～10以下の粘性土や砂質土が
堆積しておりほぼ軟弱地盤である。
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図-3 道央注水工標準断面図（ボックスカルバート）

図-4 道央注水工標準断面図（パイプライン）

3. 地震後の安全性確認点検
道央注水工及び注水路について、地震発生後、次のフ
ロー（図-5）に基づき現場状況の確認を行った。
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（1）路線踏査（初期点検）
万が一、用水路本線において漏水事故が発生した場合
には、送水量が多いことから周辺農地及び道路等の生活
インフラへの甚大な影響が考えられる。そのため、まず
全線の状況把握を行うため、目視による路線上の確認踏
査を行うこととしている。路線延長は道央注水工及び各
注水路併せて32.5kmと長大なため、地震発生当日の夜明
けから、川端ダムの臨時点検（2次点検）と分担し、道
央注水工の全区間の踏査を2班4名体制により開始した。
道央注水工は、8月末の水稲用取水期間の終了に伴い
川端ダムからの取水を停止し落水していたため、開水路
区間については地上踏査と併せ施設内部より目視確認を
行った。パイプライン区間では一部の区間を除き満水状
態であったため、路線上の踏査と付帯施設（分水工・空
気弁・排泥弁）の目視点検を実施し、施設の変状や周辺
の湧水状況や農地の湿潤状況の確認を行った。
その結果、開水路区間には構造物の破損等は無く、施
設の異常は認められなかった。パイプライン区間では道
央注水工と安平川注水路の平行配置区間の空気弁（首振
りタイプ）保護工付近から漏水と思われる湧水が1箇所
確認された（写真-1,2）。

空気弁

分岐管

写真-1 本線及び注水路と空気弁の配置状況

漏水と思われる湧水箇所

ジュールはもともと、10月上旬から川端ダムの維持
管理点検を行う計画があり、川端ダム貯水池を抜
水・落水（取水不能）する必要があったため、点検
による取水期間は9月末日までとし、それまでに全線
の充水及び漏水試験を終えるスケジュールを検討し
9/10～9/28までの19日間とした。
③ 人員確保については、短期間で点検することに留
意し、各点検ユニッットのチェックポイントを検討
し最低でも6人の配置が必要とした。川端ダム管理支
所ではダムの運転を継続中であったため、点検に4人
しか確保できないことから、道央注水工の施工実施
を担当し、供用開始前の通水試験を実施した札幌南
農業事務所に協力要請し、必要な人員を確保・配置
した。
充水・漏水試験の結果、更に空気弁（首振りタイプ）
の保護工付近から漏水と思われる湧水を2箇所の地点で
確認した。
また、パイプライン区間周辺の耕作道において表面の
地割れが発生してる箇所も確認されたことから（写真3）、変状があった箇所については周辺まで確認範囲を
広げ目視踏査を行い、結果、当該箇所からの漏水は無い
ことを確認した。
耕作道の地割れ

写真-2 空気弁周辺の湧水状況

湧き出している水量は簡易計測を実施し96ℓ/min程度
と少量であったため、全区間の充水による漏水試験を行
うとともに、漏水箇所特定のための試掘調査を併せて実
施することとした。
この際、ポイントとなったのが①充水のための用水確
保、②充水・漏水試験方法、③漏水試験のための人員確
保の3点であった。
① 用水確保については、既に川端ダムからの取水が
停止していたため、管内充水に必要となる用水を確
保すべく河川管理者に要請を行い、点検に必要な取
水期間・取水量・河川基準点の確保流量の確認方法
を明確にすることおよび取水完了後の取水量報告を
行うことで、地震に伴う緊急的かつ一時的な点検用
取水として了解を得た。
② 充水・漏水試験方法については、道央注水工の取
水開始前に通常の維持管理として行っている充水・
漏水確認や、供用開始前に実施した通水試験計画を
踏まえ、水利施設構造や水利条件に応じて、明確な
減水量の把握が可能となるように考慮し、全区間を
９区間のユニットに区分して点検計画を策定した。
充水量は苗代期用水量を目安に決定した。総取水量
は、各区間の残水量が不明であったため空虚状態と
しての初期充水、漏水箇所特定、復旧確認のための
取水を想定し、全充水量の3倍を見込んだ。点検スケ
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写真-3 管理用道路の地割れ状況

（2）漏水箇所の特定
漏水が確認された3箇所の内、2箇所については道央注
水工と安平川注水路（セミクローズドパイプライン）が
並列で配管されており、漏水路線を特定するため道央注
水工、安平川注水路の順番に充水作業を実施した。各路
線の漏水の有無を確認した結果、道央注水工充水時には
湧水箇所の変化が無かったが、安平川注水路充水後に空
気弁保護工付近からの湧水が増加することを確認し漏水
路線を安平川注水路と特定した。
施設の完成図や弁室内及び施設付近の湧水の状況から、
分岐管水平部の継手での漏水を疑い、このラインを開削
した結果、分岐管の空気弁に最も近い継手（DCIP-T形）
からの漏水を確認した（写真-4）（以下、「漏水箇所①、
②」という）。

正常な接続位置

本線側

空気弁側

管抜け出し 60mm 程度

写真-4 漏水箇所①の状況

写真-6 音聴調査状況
※ 音聴棒とはステンレス製の棒の先端を用水路施設（配管、

残りの1か所については、道央注水工単独路線であり、
充水試験において空気弁工内の冠水を確認（写真-5）し
たことから、空気弁立上管からの漏水と推定し、開削し
た結果、立上管フランジ継手からの漏水を確認した（以
下、「漏水箇所③」という）。

バルブ、制水弁等）に当てて音聴し異常音を確認する器具。

写真-7 漏水箇所④の状況

（4）漏水の原因推定
写真-5 漏水箇所③の冠水状況
道央注水工及び安平川注水路の空気弁施設構造は、本
線の上に直接立ち上がるタイプと圃場などを避けるため
（3）音聴棒調査
本線の横にずらして立ち上がる首振りタイプに分かれて
漏水箇所①②③の復旧後、復旧状況確認のため再充水
いる。
による漏水試験を実施したところ許容減水量を超過する
漏水施設４箇所のうち、安平川注水路の３箇所（漏水
減水が安平川注水路で確認された。再度、路線上の現地
箇所①②④）については、いずれも首振りタイプの空気
踏査を行ったが、地表面に湧水の形跡、亀裂や沈下等の
弁であり、本管から空気弁への分岐管水平部の空気弁に
変状及び空気弁保護工内の滞水等も認められなかった。
最も近い継手（DCIP-T形）からの漏水であった。
そのため、漏水はあるものの地表面には表れず、地下
その内２箇所（漏水箇所①②）は、道央注水工と並列
※
浸透等による漏水と判断し、音聴棒 を用いてパイプラ
区間であり、当該区間の道央注水工はかんがい期終了後
インの空気弁・排泥弁・制水弁などの付帯施設での音聴
の管内水位（静止水位）がほぼ当該空気弁と同等の位置
調査を行った（写真-6）。
で無圧状態であったのに対し、安平川注水路は管内水圧
その結果、先の漏水が確認された施設と同様に首振り
が高い（静水圧6m以上）状態であった。
タイプ空気弁で漏水音が確認された。試掘を行った結果、
このことを踏まえると、地震発生により管内水に揺れ
他と同様に分岐管水平部の継手（DCIP-T形）での漏水を
が生じ（スラスト力）、本管内の圧力水が空気弁に流れ
確認した（写真-7）（以下、「漏水箇所④」という）。
込み、空気弁が押されたことにより、本管と空気弁の接
続管が破損（抜け出し）したものと考えている。
また、10㎞離れた川端ダム堤体の地震計計測値におい
て天端部と基礎部の揺れの大きさや時間差が生じていた
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ことから、地下に埋設された本管と地上施設である空気
弁に揺れの差（大きさ・時間差）が生じたことが影響し、
施設接続部が破損（抜け出し）したことも考えられる。
なお、表-1に安平川注水路空気弁の一覧を示すが、管
内圧が高い空-7及び空-9（静水圧が12m以上）において
漏水事故が発生しなかったのは、同施設の首振り延長が
短いことに加え、接続形式がDCIP-K形継手（離脱防止型
継ぎ手）であったことによると推察される。

漏水箇所

表1 安平川注水路空気弁工一覧

空-1

首振り
延長
(m)
12.45

分岐管水
平部標高
(EL.m)
64.36

0.031

T形

無

空-2

10.76

63.02

0.044

T形

無

空-3

10.80

60.66

0.067

T形

有

漏水①

空-4

18.10

61.32

0.061

有

漏水②

空-5

－

－

－

T形
－

無

立上タイプ

空-6

－

－

－

－

無

〃

空-7

4.00

48.58

0.186

K形

無

空-8

15.25

59.45

0.079

3.50

55.21

0.121

T形
K形

有

空-9
空-10

－

－

－

－

無

空-11

6.86

63.01

0.044

K形

無

空-12

－

－

－

－

無

施設名

静水圧 水平管
漏水
(Mpa) 継手形式

備 考

漏水④

無
立上タイプ
立上タイプ

表2 道央注水工空気弁工一覧

空-13

首振り
延長
(m)
8.20

分岐管水
平部標高
(EL.m)
60.68

0.001

T形

無

空-14

15.50

61.35

－

無

空-15

11.50

56.01

0.047

T形
T形

空-16

2.60

55.93

0.047

K形

無

空-17

28.00

55.33

0.053

K形

無

空-18

－

－

－

－

無

立上タイプ

空-19

－

－

－

－

無

〃

空-20

11.30

50.14

0.104

T形

有

漏水③

施設名

漏水箇所

図-6 漏水箇所①

道央注水工の空気弁（漏水箇所③）は、図-7及び表-2
に示すとおり、本管上に配置された首振り空気弁で、盛
土部に空気弁保護工の大半が位置している。同施設の管
内圧は0.104Ｍpaで、この施設の漏水原因も前述通りと
考えられるが、分岐管の水平部は全てK形継手であった
ことから、弱部の立上管が破損したものと推察される。

漏水箇所

図-7 漏水箇所③
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静水圧 水平管
漏水
(Mpa) 継手形式

備 考

無

※ 表は最も揺れが大きかったと想定される安平町近傍
の空気弁を抽出している。

4. 復旧に向けて
（1）地権者対応
漏水箇所の地権者については、実施時から引き継いだ
全路線分の用地図を整理していたことも有り、図上確認
とあわせて、地元自治体に地権者確認を依頼することで
早急に連絡及び対応することが出来た。なお、漏水箇所
の内、3箇所については農地に隣接していたものの収穫
後であったため作物への被害は無かった。ただし、この
内の1箇所については9月末までに小麦の播種を終えなけ
ればならないとの要望により、復旧工事及び再点検（安
全確認）の早急な対応が求められた。
（2）復旧工事
継手部の復旧を行うためには、本管内に充水された水
を排泥弁より排水し本線水位を低下させた後、DCIP-T形
管については漏水箇所の管を切断・撤去し継輪及び特殊
押輪により再接続、また、フランジ部については撤去・
再設置及びゴムパッキン交換により復旧することになる。
復旧工事の実施にあたっては、工事機械や作業員の確

保、復旧材料の確保（手配、現着時間）が課題であった
5.想定される対策
が、各関係者の協力を得ながら各施設の復旧工事を行い、
圃場を復旧（表土戻し等）し、地権者の確認・了解を得
今回の様な大規模地震によって発生した漏水事故など
て、無事に復旧作業を終えた（写真-8,9,10）。
のほか、あらゆる災害に対して当該施設のような重要な
インフラでは、その機能を維持・確保することが必要で
あり、また、そのためにも短期間での調査及び復旧工事
継輪・特殊押輪による接続
が必要となる。このことから、今回実施した地震後の安
全点検や復旧工事などの対応を振り返り、非常時対応の
ためには日頃から次の準備が必要である。
・ 非常時対応のために必要な業務継続計画（BCP）の
策定及び計画に基づく訓練等
・ 安全確認に向けた漏水試験計画の策定（区間分け、
試験時間、必要水量、必要人員、チェック方法等）
写真-8 漏水箇所①分岐管の復旧
・ 施設図（完成図）、用地図、施工業者リスト、使用
資材リスト等施設に係る記録の整理と保管
・ 調査や復旧工事に向けた土木建設会社との災害協定
継手フランジ部の復旧
の締結
・ 想定される漏水事故の復旧に向けた資機材確保、事
前準備（特に継輪等の接続管）
・ 測量及び点検機器の準備
ゴムパッキンの破損状況
・ バリケードなどの安全対策資材の準備
さらに、本施設のような用水施設の管理にあっては、
施設の機能として、農業水利制御システム（農業用用排
水施設に附帯する水位や流量等の管理を総合的に行うシ
ステム）等の管理監視機能や非常時の操作及び電源機能
写真-9 漏水箇所③の立上り管の復旧
を確保をするために必要な対応設備（携帯型開閉装置や
汎用発電機等）や点検マニュアル・行動計画等を併せて
整備・事前確認することで、非常時の対応における重要
施設の機能維持や確保が可能となる。

6. おわりに

図-10 漏水箇所①の圃場復旧

（3）減水量調査
全ての復旧工事の完了後には、安全確認のため道央注
水工及び安平川注水路において充水調査（減水量確認）
を行った。調査は漏水調査と同様に9ユニットを上流か
ら順次実施し、充水後の初期水位から24時間経過後の24
時間（延べ調査時間は48時間程度）の減水状況を確認し
た。
その結果、全区間における減水量が許容減水量内にあ
ることを確認し、9月28日に現地での全作業を終え、10
月12日に河川管理者への取水完了後の取水量報告を行っ
た。

Yuya sasaki, Toshinori Hayashi, Hidetaka Makanae

本報は、平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地
震に伴う安全確認調査と漏水事故対応について所内で話
題となった事をまとめたものである。
9月6日以降も川端ダムにおいて25Galを超える揺れが6
回観測されており、来春、融雪早々にあらためて道央注
水工等の安全確認を予定している。
また、本地震により亡くなった方や被災された方も多
く、いまだ復旧に向けた道半ばである。
亡くなった方々のご冥福をお祈り申し上げるとともに、
今回の調査復旧工事に御協力頂いた関係者の皆様に感謝
を申し上げる。

