平成29年度

大規模災害発生時における農業用施設の
被災状況の把握について
―直轄災害復旧計画策定までの経過報告―
帯広開発建設部 帯広農業事務所
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十勝地方では、平成28年8月30日夜に接近した台風10号の影響により、各地で記録的な大雨に
見舞われた。清水町では国営畑地帯総合土地改良パイロット事業の「御影地区」により造成し
た農業用施設等が甚大な被害を受けた。
本報告では、御影地区の水源である円山頭首工（昭和56年度造成）の被災状況の現地調査か
ら直轄災害復旧計画策定までの経過について報告する。
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1. はじめに
十勝地方では、平成28年8月30日夜に接近した台風10
号（図-1）の影響により、各地で記録的な大雨に見舞わ
れた。これにより、主要道路や・河川・ＪＲが大きな被
害を受け、農作物が浸水等の影響により、収穫が困難に
なるなど地域農業にも甚大な被害をもたらした。

埋没し、その機能を失い農業用水の供給が停止した。ま
た、それぞれの頭首工の下流においては、一般国道38号
線にかかる小林橋（小林川）の落橋や清美橋（芽室川）
の橋台背面の流出により、主要国道が通行止めになるな
ど、地域一帯がこれまでに経験したことない甚大な被害
を受けた。

図-2 御影地区位置図
図-1 台風10号の進路

このことについては、農業用施設においても例外では
なく、清水町及び芽室町において国営畑地総合土地改良
パイロット事業「御影地区」（S50～H12年度）により
造成された農用地、用排水路も被害を受けることとなっ
た（図-2）。
本地区の水源として整備された2箇所の取水施設（図3）である石山頭首工は十勝川水系小林川、円山頭首工
は十勝川水系芽室川の上流部にそれぞれ築造されていた
が、両頭首工は河川の氾濫や土石流により施設が流亡や
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図-3 御影地区の頭首工

本報告では、清水町及び芽室町にまたがる受益地
4,776haの農業用水の水源である円山頭首工の被災状況の
把握や現地調査から直轄災害復旧計画書策定までの経過
について報告するものである。
上羽帯橋

2. 平成28年8月の台風の概要
平成28年8月は17日から23日にかけ台風7号、11号、9
号が、わずか一週間の間に3つの台風が北海道に上陸し、
1951年の統計開始以来始めてのこととなった。この台風
の影響により、道東を中心に大雨による河川の増水が続
く状況となっていた。
今回、十勝地方に甚大な被害をもたらした台風10号は
北海道に上陸こそしなかったが、接近した8月30日夜か
ら31日未明にかけて、局地的な大雨を十勝地方や上川南
部にもたらした。清水町の近傍にある気象観測所の新得
で連続雨量215mm、最大24時間雨量162mm、最大時間雨
量33mmを観測した。
このような連続した台風の影響により、平成28年8月
の降水量は613.5mmに達し、これまでの記録（昭和56年8
月 455mm）を更新する結果となった。また、帯広開発
建設部が所管する日勝峠の6合目付近の雨量計では降り
始めの8月27日から8月31日未明までの雨量が488mmまで
達し、観測史上最大を記録している。

3. 取水施設の被災の概要
(1) 円山頭首工の被災状況
被災前の円山頭首工（写真-1）の地形状況は、周囲が
原生林に覆われていたが、被災後の頭首工周辺（写真2）では、氾濫原が形成されていた。頭首工については、
氾濫した際の土砂により、そのほとんどが埋没していた
ため、一見すると施設の破損状況などの詳細がわからな
い状況となっていた。被災状況の把握にあたっては、頭
首工の上流に位置する国有林林道の上羽帯橋が残ってい
たこと、頭首工の一部施設が露出していた部分があった
ため、辛うじて現況施設の位置把握が行えた。

写真-2 被災後の円山頭首工

(2) 被災要因の推定
円山頭首工は芽室川と豊郷川の合流地点の直下に位置
している。芽室川と豊郷川の上流部の河岸は大きく削り
取られていた。このことからも、洪水発生時においては
河岸等を大きく削り取りながら土石流となり頭首工付近
で合流したと推測される（写真-3）。これにより、既設
頭首工付近では3.0mを超える大量の土砂や流木が堆積し、
施設が埋没することとなった。今回、芽室川は支流の豊
郷川の影響を受けながら、頭首工の左岸寄りにあった河
道を右岸寄りの河原に流心を移動させ、洗掘しながら新
たな河道を形成したものと推察される。
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写真-3 被災前と被災後の比較

4. 現地調査の課題と対応策

写真-1 被災前の円山頭首工
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(1) 調査ルートの検討
円山頭首工に向かう経路は必ず芽室川を渡らなけれ
ばならず、その殆どの橋が流木や洪水の影響により落橋
するなどして、各所で通行止めとなっていた。このため、
被災箇所を迂回しつつ、通行できる経路を確認しながら
目的地を目指した。9月3日の調査時点では、円山頭首工

までつながる町道羽帯17号道路については、頭首工の下
流4.0km地点で被災（図-4、写真-4）していたため、これ
より先は車両の使用が不可能な状況となっていた。また、
下流2.0km地点においては芽室川の氾濫により数百メー
ルにわたり道路が消失（図-4、写真-5）しているなど、
徒歩による通行もままならない状況となっていた。

4.0km 地点
2.0km 地点
円山頭首工
町営育成牧場区間
L=1.2km
国有林林道区間
L=1.3km

印は通行不可

図-4 調査ルート

写真-4 道路の被災状況①

写真-6 氾濫により広がった河原

9月21日の現地調査の結果、途中の道路も被災が著し
く測量機材の運搬が極めて困難な状況（写真-7）である
ことが判明した。これにより、新たな調査ルートの検討
を始め、対岸側にある清水町営育成牧場及び国有林を経
由したルート（図-4）の現地調査を9月27日に行うこと
とした。なお、清水町育成牧場からの情報提供により、
牧場内及び国有林道内でそれぞれ1箇所ずつ、横断管渠
が流亡し渡ることが困難な状況であることが判明してい
た。調査の結果、林道内は倒木や一部土砂崩れが確認さ
れたが、人力による資機材運搬が可能な状況であり、こ
のルートはその後の調査にも利用することとなった。

推定地盤線

写真-7 道路の被災状況③

これより先は氾濫により流失

写真-5 道路の被災状況②
しかしながら、9月11日の初期調査時点では徒歩以外
による手段がないことから、氾濫により広がった河原内
や笹藪を歩き（写真-6）、目的地である頭首工を目指す
こととなった。
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(2) 測量機材の搬入方法
事前調査により、長雨や台風等の影響で牧場内も過湿
状況が続いており、車両の乗り入れが困難な状況であっ
た。本格的な調査に向けては、運搬時間の短縮を図るた
め、町営育成牧場内の 1.2km 区間は不整地運搬車（写真
-8）を準備し運搬を行った。しかし、残り 1.3km 区間は
資機材（総重量は約百 kg）を人力により運搬をせざる
を得ない状況であった。このため、牧場内や林道内の運
搬にはリヤカーを利用した。人力により運搬を行うにあ

たり、洗掘され深くなった沢を渡る際はロープを使い荷
揚げ（写真-9）を行い、河川内を渡る際も高価な測量機
材を落とさないように慎重に手渡しするなど、目的地に
たどり着くまでに相当の時間を必要とした。

までの移動に時間を要することからも極力短時間で現地
調査を終える必要があった。事前踏査により、無人航空
機（UAV：Unmanned aerial vehicle 通称ドローン）を用
いた現地調査が可能であり、かつ氾濫した河原内には流
木や転石が多く移動が困難な場所も多いことからも、広
範囲を安全に計測することが可能なドローンは有効な手
法と判断された。これにより、従前の測量技術である航
空レーザー測量や航空写真測量など高コストな撮影等を
実施しなくても手軽かつ安価に高解像度の画像を取得す
ることができた。
事前の現地踏査を踏まえ、現況図面作成に必要なデー
タ取得までの作業計画（図-5）は、機材の搬入・搬出及
び現地作業にかかる所要日数を3日間とした。
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図-5 現地測量の計画フロー

写真-9 人力による運搬

(3) 安全面への配慮
頭首工付近においては熊が出没するため、現地調査へ
向かう際は、地元猟友会からハンター派遣の支援を受け
て現地調査を実施することとした。また、現地作業は 9
月下旬のため日暮れも早く、日没前までに下山しておく
必要があった。今回は、熊以外においても、アルミ梯子
を利用しなければならない横断できない場所や河原内に
も転石が多いなど、条件が悪いなかで資機材運搬や調査
を行うことから、怪我をする恐れもあった。作業中に怪
我をする人はいなかったが、万が一怪我をした場合も考
え、少人数による調査は避けることとしていた。

5. 復旧計画の早期作成
今回、円山頭首工の復旧計画の作成においては、既設
頭首工の上下流の河道状況やその周辺状況も含めた広範
を調査する必要があった。また、先に述べたように現地
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撮影に必要な標定点（対空標識）については、VRS
（Virtual Reference Station、仮想基準点）方式により座標
点と標高点の観測を行った。この方式は、国土地理院よ
り提供されている複数の電子基準点の観測データから、
測量現場のごく近傍にあたかも基準点があるかのうよう
な状態を作り出す技術である。この提供されている情報
を利用することにより、測量データの誤差を補正し、高
精度な位置情報が取得できる仕組みである。
GPS測位を行う場合、衛生からの信号は地上の受信機
に届くまでに、自然条件の影響や衛生自体の問題により、
地上での観測データに「誤差」が生じる。このため、測
量現場では現在の位置を計測し、これをVRSデータセン
ターへ携帯電話を通じて送信する。VRSデータセンター
では、送信されたデータを基にその近傍に目には見えな
い「仮想基準点」を設定し、その誤差を解消した補正デ
ータの送信を行うこととなる。これにより、その後は作
業員が移動局として単独での計測が可能となる。
ドローンによる空撮は谷間での作業となるため、乱気
流の影響を考慮し、機材の搬入条件が厳しい状況ではあ
ったが、大型のDJI社製S900（写真-10）を使用すること
とした。
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ドローンによる撮影では、平面的な情報収集に有効で
はあるが、法面部や立木の陰になっている箇所の情報収
集には誤差が生じやすい。これを補うために、3Dレー
ザースキャナー（写真-11）を用いて法面部を中心に被
災した箇所も含めた測量を行った。
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図-7 自動作成した平面図

6. おわりに

写真-11 RIEGL社製の3Dレーザースキャナー

空撮により撮影した画像はプログラムソフトにより点
群データの整理が行われ、3Dレーザースキャナにより
取得した点群データをプログラムソフトにより合算する
ことで、より精度の高い地形モデル（図-6）の出力が可
能となった。
編集した三次元点群データをから、プログラムソフト
を使用して、頭首工付近の平面図、縦断図、横断図等を
自動作成（図-7）することにより、図面作成に要する時
間が従来に比べ1/3程度に短縮することができ、災害復
旧事業計画書の作成を早期に着手することができた。
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今回の災害調査においては、円山頭首工までの進入経
路が被災を受け、車両の利用ができず、初期調査は徒歩
により往復5時間弱を要し、その後の現地調査や測量資
機材の搬入・搬出にも多くの時間を費やす結果となった。
今回のように、山間部に位置する施設については同様
の事態が発生し場合、現地に到達するための道路状況の
把握や徒歩による移動距離を短くする工夫などが必要と
なる。このことからも、災害発生を想定した被災状況の
把握方法について、今後検討しておく必要がある。
近年ではゲリラ豪雨などの局所的な降雨による被害も
度々発生しており、国の機関自らが迅速な調査を行える
よう、今後より一層の体制構築や職員研修が必要と考え
られる。
現在、十勝地方では、護岸ブロック等の二次製品資材
の供給不足が深刻であり、十分な災害復旧工事が行われ
てない状況が続いているが、早期の復旧が望まれるばか
りである。
本報告が今後の災害発生時における現地調査時の一助
となれば幸いである。

