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平成30年北海道胆振東部地震の発生により、勇払郡むかわ町では幹線用排水路の護岸ブロッ
クの損傷や変状、近傍斜面の崩壊土砂の流入による用水路断面の閉塞等の被災が生じた。本稿
では、直轄災害復旧事業「新鵡川地区」における、幹線用水路の復旧工法に関する検討内容に
ついて報告を行う。
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1. はじめに
国営かんがい排水事業「新鵡川地区」は、北海道胆振
総合振興局管内に位置する勇払群むかわ町の3,338haの水
稲を中心とした農業地帯を受益としている。本地区の用
排水施設は、国営鵡川土地改良事業（昭和38年度～昭和
45年度）及び国営鵡川沿岸土地改良事業（昭和46年度～
昭和59年度）により整備された。しかし、用水施設では
凍害によるコンクリートのひび割れ、凍上による水路側
壁の傾倒等による農業用水の安定供給に支障を来し、排
水施設では背面土の吸出しに伴う護岸の崩落の進行、近
年の降雨量の増加や土地利用の変化に伴う流出量の増加
等による排水能力の不足から農地の湛水被害が起こる等、
効率的・安定的な農業生産に支障を来している。こうし
た状況から、本事業では用排水施設の整備を行い、農業
用水の安定供給及び農地の湛水被害の解消し、農業生産
性の向上及び農業経営の安定を図るものである。
平成30年9月6日に北海道胆振地方中東部を震源とする
最大震度7の平成30年北海道胆振東部地震が発生した
（図1）。この地震の発生により、国営鵡川土地改良事
業及び国営鵡川沿岸土地改良事業によって整備された川
西幹線用水路、川東幹線用水路及び田浦第２幹線排水路
が被災した。被災した農業用用水路及び排水路は、直轄
災害復旧事業の採択要件に該当するため、直轄災害復旧
事業において、復旧を行うこととなった。災害復旧事業
は、被災した農業用施設を原形に復旧することを目的と
した工事（原形への復旧が著しく困難又は不適当な場合
を除く）が対象である。しかし、本地区の農業用用水路
は、昭和29年の土地改良事業設計基準に基づいた設計・
施工がなされており、構造物背面の地下水位や雪庇力、

凍上力等が考慮されていない。そのため、現況水路に用
いられている護岸ブロック等の資材は、現在使われてい
ないものが多く、原形復旧を行うための復旧工法の検討
に際して留意が必要であった。
こうした背景から本稿では、直轄災害復旧事業におけ
る農業用用水路の、復旧工法の検討について報告を行う。

２．被災施設の概要
本地区で被災を受けた農業用用水路のうち川西幹線用
水路及び川東幹線用水路の被災概要と復旧工法について
報告する。川西幹線用水路における被災箇所の多くは張
ブロック護岸であり、川東幹線用水路ではL型ブロック
護岸であった（図2,3）。
川西幹線用水路では、張ブロック護岸の変状及び近傍
斜面の土砂崩落による水路の閉塞、川東幹線用水路では
L型ブロック護岸の崩落が確認された。以下にそれぞれ
の被災について詳細を述べる。
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図 1 地震発生位置図

図 5 護岸の変状（護岸の崩落）
図 2 （現況）川西幹線用水路の標準断面図

写真 2 護岸の変状（護岸の崩落）
図 3 （現況）川東幹線用水路の標準断面図
（１）張ブロック護岸の変状（はらみ出･護岸の崩落）
川西南幹線用水路における張ブロック護岸では、護岸
ブロックのはらみ出及び護岸の崩落が生じた。それぞれ
の被災は、①地震発生により慣性力が護岸に作用し、モ
ルタル目地が破損し、目地の破損によってブロック間の
拘束力が消失。②拘束力が消失したブロックに、ブロッ
クの自重による力と地震動による慣性力が作用し、張ブ
ロックはらみ出または護岸の崩落が生じた（図 4,5）
（写真 1,2）。

（２）土砂崩落による水路の埋没
川西幹線用水路の右岸側斜面では、地震の発生により
斜面の安定性が消失し、斜面の表層崩落及び滑り崩壊が
生じた。斜面の崩落土により用水路が閉塞されるととも
に、滑り崩壊により用水路全体がせり上がり、用水路の
変状崩壊が発生した（図6）（写真3）。

川西幹線用水路
SP=4860
斜面の崩落
被災後地盤

想定地すべりライン
（過去の地すべり等に由来）

図 6 土砂崩落による用水路の埋没・変状

図 4 護岸の変状（はらみ出）

写真 3 土砂崩落による用水路の埋没・変状
写真 1 護岸の変状（はらみ出）
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①地震発生によりL型ブロックに
慣性力が作用

②側壁に生じる応力度が許容応力度を超過し
最大土圧が作用する側壁下端部が破損し
側壁が傾倒
側壁の傾倒

背面土の崩落

図 7 L 型ブロック護岸の傾倒及び背面土の崩落
（３）L 型ブロック護岸の崩落（傾倒・背面土の崩落）
川東幹線用水路のL型ブロック護岸では、護岸ブロッ
クの水路中央への傾倒及び背面土の崩落が生じた。この
被災は、①地震の発生によりL型ブロック側壁に慣性力
が作用し、側壁に作用する土圧及び慣性力等の外力が側
壁の許容応力度を超過。②最大土圧が作用する側壁下端
部が破損し、側壁が水路中央側に傾倒し背面土砂の崩落
が発生した（図7）。

写真 4 鋼製水路による迂回水路と落石防護柵

３．応急復旧について
胆振東部地震によって農業用用水路が被災したが、地
震発生が 9 月（取水期間外）だったため、農業用水は利
用されておらず地区内の営農活動に大きな影響を与えな
かった。しかし、災害復旧工事の実施に向けた設計や工
事の発注等を行うには時間を要し、次年度の取水期間ま
でに被災した農業用用水路を復旧することは困難であっ
た。そのため、基本事業の既発注工事において、次年度
の取水期間に通水を行えるように、通水に支障となる箇
所について応急復旧工事を実施した。
応急復旧工事では、川西幹線用水路及び川東幹線用水
路のうち、通水に支障となる護岸の破損及び背面土の崩
落が発生している箇所について、土のう積み工及びシー
ト張工による応急復旧工事を実施した（図 8）。
また、土砂崩落によって用水路断面が閉塞している箇
所については、鋼製水路による迂回水路を設置すること
によって応急復旧工事を実施した。迂回水路による応急
復旧工事は、工事によって発生する振動によりさらなる
土砂崩落が懸念されていたため、H 鋼と鋼矢板による落
石防護柵を設置し、二次災害の防止に留意し施工を行っ
た（写真 4）。

図 8 張ブロック護岸の応急復旧標準断面図

図 9 張ブロック護岸の復旧標準断面図

４．復旧工法について
（１）張ブロック護岸の復旧工法
張ブロック護岸の復旧は、復旧工法検討の結果、新材
の張ブロックで復旧を行うこととした。既設ブロックの
再利用による施工と新材の張ブロックを用いた施工を経
済比較した結果、新材の張ブロックを用いた方が安価に
なるため、新材による復旧を採用した。
また、現況の張ブロックは 500 mm × 500 mm × 120 mm
のブロックが使用されていたが、現在流通していないた
め、1000 mm × 1000 mm × 120 mm のブロックを使用する
こととした（図 9）。
（２）L 型ブロック護岸の復旧
L 型ブロック護岸の復旧工法については、災害復旧事
業計画を策定する際に、既設ブロックの再利用、プレキ
ャスト L 型ブロック（道路用土留め擁壁）、現場打ち T
型擁壁及び現場打ち重力式擁壁について比較検討を行っ
た結果、最も安価であった既設 L 型ブロックの撤去・再
敷設による復旧とした。L 型ブロックが破損し再利用が
不可能な箇所については、経済性の観点から現場打ち重
力式擁壁による復旧工法を採用した。
しかし、事業計画策定後の現地調査の結果、再利用を
予定していた L 型ブロックについて破損が確認され、L
型ブロックの撤去・再敷設による復旧が不可能であるこ
とが判明した。L 型ブロックが破損し再利用が不可能な
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箇所については、現場打ち重力式擁壁による復旧として
いたが、胆振東部地震の被災地において、国、北海道及
び町の災害復旧工事が行われ、L 型ブロック護岸水路の
被災箇所すべてを現場打ち重力式擁壁の打設によって復
旧した場合、事業工期内での完了が困難であることが判
明した。このため、再度 L 型ブロック護岸の復旧工法に
ついて検討する必要性が生じた。
２度目の L 型ブロック水路の復旧工法の検討では、事
業工期内で復旧を完了するため、プレキャストのコンク
リート製品を対象に比較検討を行った。
検討を行った護岸の形式は、既設材と同型の新材 L 型
ブロック、プレキャスト重力式擁壁、プレキャスト両岸
フルーム水路及び道路用土留め擁壁とした。比較項目は、
復旧工事費、製品の市場性及び施工性とし総合的に検討
を行った。
施工性については、工事用地の確保、施工実績、日当
たり施工量及び製品の供給性について比較を行った。
比較検討の結果、事業工期内の完了が可能となる工法
のうち、総合的に優位となるプレキャスト重力式擁壁に
よる復旧工法を採用した（図 10）。
（３）土砂崩落箇所の復旧工法
土砂崩落箇所の復旧では、土砂崩落によって閉塞した
現況水路を、従前の位置で復旧する場合、水路に堆積し
た崩落土を掘削し、再度地滑り面の中に復旧を行うこと
になる。地滑り面の中に水路断面を復旧することは、原
形復旧が著しく不適当であると判断し、地滑りによる崩
落土を迂回する形で復旧を行うこととした。迂回する水
路線形を設計したところ、むかわ町道と被るラインに水
路を復旧することになった。現況の町道は近隣住民が生
活道路として利用しているため、町道機能を維持したま
ま、水路を復旧する方法として函渠工により水路を復旧
し、函渠工上に町道を設置することとした（図11）。

町道

川西幹線用水路（推定）

押さえ柵渠工
L=13.0m

図 11 函渠工による水路及び町道の復旧

５．おわりに
本稿は、直轄災害復旧事業「新鵡川地区」の事業計画
の策定から事業執行の過程で課題となったことをまとめ
たものである。
現在、直轄災害復旧事業「新鵡川地区」では、ライフ
ラインや工事用地に係る各種協議事項や施工開始後に発
生した課題の検討、関係機関との調整等に対応しつつ、
来年度以降営農者が安心して農業を行えるよう今年度内
での事業完了を目指して事業推進を行っているところで
ある（写真5）。
紙面をお借りして直轄災害復旧事業「新鵡川地区」の
計画策定及び事業推進に関して、ご理解ご尽力いただい
ている関係者の皆様に厚く御礼申し上げたい。

写真 5 川西幹線用水路の復旧状況
（2019 年 11 月 7 日 撮影）

図 10 重力式擁壁の復旧標準断面図
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