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胆振東部地震における厚真ダムの
被災状況と復旧内容
室蘭開発建設部 胆振東部農業開発事業所 ○北島
悠
岩田 徳雄
星崎 友宏
平成30年9月6日に胆振地方中東部を震源とした北海道胆振東部地震が発生した。この地震で、
厚真ダム堤体周辺の左右岸法面や貯水池内の山林斜面が崩落し、洪水吐の損傷や土砂等の堆積、
放流ゲート操作室や浸透量観測室の損壊、堤体下流部への土砂等の堆積、貯水池内への土砂流
入などの被災を受けた。厚真ダムの復旧に向けて、被災状況の調査を行い復旧方法について検
討している。本報では、厚真ダムの被災状況及び復旧内容について報告をする。
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1. 厚真ダムの概要
厚真ダム
厚真ダムは勇払郡厚真町市街地から北東約20km地点の
二級河川厚真川に位置し（河口より約39km）、1,909ha
の水田かんがい用として、昭和37(1962)年から昭和
45(1970)年にかけて、国営厚真土地改良事業で造成され
た施設であり、昭和46年度から供用が開始され、厚真町
土地改良区により管理されている農業用ダムである（図
-1）。ダムの基盤地盤は川端層の互層から構成され厚さ
20mの礫岩層（細粒礫岩～中粒砂岩）を中心とする砂質
泥岩の優勢な砂岩泥岩互層である。ダムの諸元は、流域
面積52km2、満水面積0.93km2、総貯水量10,080千m3、有
効貯水量9,523千m3、堤高38.2m、堤頂長222m、堤体積499
千m3の中心遮水ゾーン型フィルダム型式である（図2,3）。

図－１ 厚真ダム位置図

図－２ 厚真ダム断面図

図－３ 厚真ダム縦断図
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ル出口部分の倒木除去等を実施して、取水施設操作室付
近の水位を低下させる作業を開始した。
f) 9月17日
倒壊した取水施設操作室に油圧ユニットを搬入しゲー
(1) 地震概要
平成30年度9月6日に北海道胆振東部地震（最大震度7） ト操作を試みた結果、放流ゲートの操作が可能となり、
被災前の放流量5m3/sから放流量が11m3/sとなった。
が発生し、厚真ダムに設置している地震計では、基礎部
g) 9月24日
で296.6gal、天端部で1,293.4galが観測された。なお、
最低水位まで貯水位が低下した。
崩落土砂によって地震計の通信ケーブルが断線したため、
h) 9月29日
全ての地震動を観測できているかは不明である。震源は
洪水吐内の土砂倒木等の除去が完了した。
厚真ダムより南南西約12kmの地点で、厚真町鹿沼では北
海道で初めて震度7が観測された（図-4）。

2. 北海道胆振東部地震と地震直後の対応

写真－１ 厚真ダム被災前

図－４ 胆振東部地震震度分布図
(2) 地震直後の対応
a) 9月6日
地震により、厚真ダムに至る道路が地山の崩落によっ
て寸断され、地震後の点検が不可能であったため、ヘリ
コプターによる移動・調査を行った（写真-1,2）。地震
時のダムの貯水位はEL.124.30付近であり、ほぼ満水状
態であったが、堤体左右岸法面の崩落により取水施設操
作室が倒壊していたため、速やかな水位低下が行えない
状況であった。
b) 9月7日
自衛隊の協力により水位計を投入し貯水位を観測開始
するとともに、洪水吐の越流対策に堤体にブルーシート
を設置した（写真-3）。
c) 9月8日
自衛隊の協力を得ながら洪水吐内の倒木除去を開始し
た。
d) 9月12日
自衛隊による倒木除去が完了した。道路啓開により、
重機が自走にてダムへ到着し洪水吐内土砂撤去のための
進入路を設置した。
e) 9月13日
洪水吐内の土砂撤去が開始され、並行して放流トンネ
Yu Kitajima, Tokuo Iwata, Tomohiro Hoshizaki
－ 571 －

取水施設操作室

写真－２ 厚真ダム被災直後空撮

写真－３ 厚真ダム被災対応状況空撮

3. 被災状況
(1) 洪水吐工
堤体左岸法面の崩落に伴い、洪水吐に土砂が流入し、
その衝撃によりSP180～210区間、SP230～260区間、SP280
～330区間の左岸側壁について欠損、SP290～300区間の
床版についてひび割れ、SP290～330区間の右岸側壁につ
いて欠損・ひび割れ・傾倒が発生した（写真-4,5）。洪
水吐防護柵は損傷及び消失した。また、道道北進平取線
と堤頂を結ぶ管理橋において、崩落土砂の衝撃により、
管理橋右岸橋台コンクリート内部にひび割れが生じ、左
岸橋台コンクリートには欠損が生じた。転落防止柵につ
いても完全に破壊された。

写真－６ 堤体上流側被災状況
(3) 取水施設工
堤体下流右岸法面の崩落に伴い、取水施設操作室周辺
に土砂が流入し、操作室が倒壊、操作室内の操作盤、水
位流量計盤、データ伝送盤等の機械設備類が埋没した
（写真-7）。また、操作室への管理用道路も埋没した。

写真－４ 洪水吐左岸側壁欠損

写真－７ 操作室被災写真

写真－５ 洪水吐右岸側壁傾倒
(2) 堤体工
地震動による影響で堤体上流側のリップラップ材の流
出が発生した。貯水池内山林斜面の崩落により流木が多
量に発生した結果、網場が破損し堤体に流木が堆積する
こととなった（写真-6）。また、堤体左岸法面の崩落土
砂が堤頂道路部分にも流入し、堤頂の高欄及び地覆を破
損させた。

(4) 付帯工
a) 網場
貯水池内山林斜面の崩落により土砂及び流木が貯水池
内に流入し、流入した流木等が網場に衝突しフロートが
破損した。破損の衝撃により網場の左岸部のアンカーが
消失した。
b) 観測計器
堤体左岸法面の崩落に伴い、堤体左岸法面に設置して
あった表面変位計基準点が消失した。
c) 浸透水量観測施設
堤体右岸下流法面の崩落に伴い、浸透水量観測室周辺
に土砂が流入し、浸透水量観測施設が倒壊した。
d) ダム管理施設
崩落土砂により通信ケーブルが断線し、貯水位計、仮
排水トンネル水位計、地震計等が使用不可能となった。
e) 係船設備
地震動により、艇庫の基礎のひび割れが拡大、インク
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ライン基礎の変形及びレールにゆがみが生じた。また、
網場の破損により流木が管理用階段の手すりを押し倒し
た。
(5) その他
地震により、堤体右岸法面保護工の破損、堤体下流排
水路の埋没、堤体下流河川護岸の破損、堤名碑及び看板
の消失、管理棟の外壁にひび割れ、機械設備、電気設備
の損傷等が生じた。

4. 堤体の健全性について
地震後の堤体は、左岸部は地山の崩落土砂に覆われ、
堤体上流側法面のリップラップ材が変動するなどの変状
が見られた。また、浸透水量観測施設が土砂で埋没、表
面変位計の固定点の破損等の影響で、堤体の挙動を把握
することが出来ない状況であったため、堤体の健全性を
確認するため、力学的安定性、水理的安定性について調
査を行った。
(1) 力学的安定性
堤体の変形及び沈下について、堤体下流面には目視で
は変状は認められなかったが、堤体上流側ではリップラ
ップ材の偏りが認められた。そのため、暫定の固定点を
設置し表面変位計での計測を行い、縦断測量、横断測量
の結果と併せて確認したところ、地震前後での堤体の沈
下傾向は変わっておらず、機能上の影響は大きくないと

判断した。また、堤体内部変状については、ボーリング
調査を行い、コアの観察及び土質試験を実施した。堤体
の乾燥密度は地震前の値と比較し同程度であること、設
計値を満足していることから地震の影響を受けている可
能性は低いと評価した。
(2) 水理的安定性
堤体における水理破壊の有無については、湿潤箇所の
確認、浸潤線の確認、堤体の透水性の確認、浸透水量の
確認を行う必要があった。堤体下流河床部及びアバット
部に湿潤箇所は認められなかったが浸透水量観測施設周
辺は崩落土砂によって埋没していたため、掘削を行い湿
潤箇所がないことを確認した。調査ボーリング孔を利用
して現場透水試験を行った結果、鋼土の遮水性は確保さ
れていると評価した。また、浸潤線については調査ボー
リング孔を利用し観測中であり、浸透水量観測施設は崩
落土砂によって埋没していたため、応急的に復旧を行い、
観測を続けている。現状では、浸潤線、浸透水量ともに
安定的な数値を示している。
(3) 堤体健全性の評価
上記より、現時点では堤体は健全性が保たれていると
評価できるが、貯水していないことから、復旧工事完了
後の湛水時に浸潤線や浸透水量、表面変位などについて
異状がないかを検証していく必要がある。

図－５ 厚真ダム復旧箇所図
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5. 復旧内容
被災した主要な施設の復旧概要について以下に記載す
る。また、復旧箇所については図-5に示す。
(1) 洪水吐工
被災した部分を復旧する場合、既設洪水吐の撤去が伴
うが、急流部では撤去した際に上流側の部材が滑り落ち
る（縦断滑動）可能性がある（図-6）。縦断滑動は重大
な事故が発生する恐れがあることから検討を行った結果、
SP220～280区間について必要な安全率を下回っていた。
よって、この区間は施工上撤去が必要となるため、急流
部SP220～330区間において全断面復旧を行う。SP180～
210区間については左岸側壁のみ復旧を行う。内空形状
は水理模型実験から決定しているため現況のとおりとし、
構造寸法は、基礎工（ケーソン基礎）を現況利用とする
ことから、荷重増は避け現況と同様とする（図-7）。凍
上対策として、側壁背面に透水性断熱材を用い、水路背
面土の凍結を抑制する。縦断勾配があるため、既設洪水
吐撤去後、下流側より順次施工することとした。また、
管理橋について、左右岸下部工の撤去復旧を行い、新た
に上部工を架設する。

図－６ 縦断滑動イメージ

図－８ 堤体復旧断面図
ー、ランマー、タンパを使用して施工する。施工仕様に
ついては、盛立試験を実施し、所要の密度、透水性が確
保されるかどうか確認を行う。
(3) 基礎処理工
管理橋下部工の撤去復旧に伴い、堤体を掘削すること
から、掘削後の基盤がゆるみ透水性が高くなった部分に
対する遮水性の改良を目的とした堤敷直下の基礎処理が
必要となる。どの程度まで基礎処理が必要か現時点では
不明なため、堤体掘削後にパイロット孔を施工し注入下
端を検討する。また、洪水吐復旧のため、仮排水トンネ
ルの閉塞工を開口し、20年確率の設計流量を確保しなけ
ればならない。閉塞部においてはカーテングラウチング、
コンソリデーショングラウチングにより遮水を行ってい
たが、閉塞コンクリートを撤去することから、仮排水ト
ンネル周辺の地盤がゆるむ可能性があるため、閉塞コン
クリート撤去の範囲を考慮し、ゆるみに対する基礎処理
を検討している。加えて、既設のカーテングラウトが健
全であるかをチェック孔によって確認する。

(4) 法面工
地震により崩落した堤体左岸法面及び堤体右岸下流法
面について、下部にダム施設があることから、長期的な
安定の確保、自然環境の保全・修復を目的として法面保
護工を施工する。被災法面は表層崩壊であることから、
図－７ 洪水吐復旧範囲
法面緑化工を基本とし、勾配が比較的急な部分に対して
は、風化により安定勾配が確保できないことが懸念され
(2) 堤体工
ることから法枠工を併用する。また、表流水、湧水の排
管理橋下部工の撤去復旧に伴い、堤体の掘削再盛立が
生じる。堤体の盛立は掘削材料を流用する予定であるが、 水処理も併せて行うこととする。
再盛立の際に材料が若干量不足する可能性もあるため、
(5) 貯水池内土砂撤去工
土取場の選定も進めている。堤体の掘削は橋台の施工に
貯水池内の法面では大規模な法面崩落が生じ、貯水池
必要な最小限の範囲としていることから、施工幅が狭小
に大量の土砂が流入したことにより、有効貯水量が侵さ
となる（図-8）。そのため、主として小型の振動ローラ
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れた。どの程度の土砂が貯水池内に堆積したかを把握す
るため、過年度堆砂測量結果と地震後に実施した堆砂測
量結果より推定する。地震による貯水池内への堆積土量
は以下のとおりとする。
地震による全堆積土量＝地震後の堆砂量－地震がなかっ
た場合の推定堆砂量
貯水池内の崩落箇所それぞれから堆積土を撤去すると、
仮設工事用道路の延長が長大となり経済性、施工性に劣
るため、搬出しやすい部分から代替掘削を行うこととし
た。

6. 復旧工程
厚真ダムの復旧は平成30(2018)年～令和5(2023)年の6
カ年を予定している。平成30年度は地震後の調査、応急
復旧及び放流機能の確保を行った。令和元年度は復旧箇
所の詳細な設計を行い、令和2年度以降の工事が円滑に
進むよう仮設工事を行う。具体的には、堤体左岸法面復

旧のための工事用道路造成、貯水池内に進入するための
工事用道路造成、仮排水トンネルの閉塞部開口のための
鋼矢板締切、堤体下流に仮置きした土砂撤去を施工中で
ある。令和2年度～4年度にかけて洪水吐の撤去復旧、堤
体掘削再盛立、基礎処理、ダム管理施設等の復旧を行う。
令和5年度に試験湛水を行い、令和6年度から供用再開と
なる予定である。

7. おわりに
最大震度７を観測した胆振東部地震から早くも1年半
が経過したが復旧までには時間を要する。厚真ダムのあ
る厚真町では被災を受けた多くの場所で災害復旧工事が
行われている。水田の多い厚真町ではダムは重要な水源
であり、早期の復旧が望まれているため、計画している
令和6年度に供用開始できるよう、災害復旧を進めてい
きたい。
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