寄 稿
2016年8～9月の北海道における豪雨災害に関する報告3

道路の被害（橋梁）について
西

１．はじめに
2016年8月には北海道へ4つの台風が接近・上陸し、

弘明

橋

長：124.5m（4×30.4m）

幅

員：7.5m（車道）

佐藤

設計荷重：TL-20

甚大な被害をもたらした 1)。8月17日から23日までの

上部形式：単純鋼鈑桁（4連、合成I桁）

台風7･9･11号により上川町の高原大橋 、30日から31

下部形式：逆T式橋台、T型橋脚円柱型

日未明にかけて接近した台風10号により富良野町の

基礎形式：直接基礎

2)

孝司

太平橋、日高町の千呂露橋外7橋 、清水町の小林橋・
3)

清見橋等の多くの橋梁やその他の道路構造物が被災
し、各地で国道が通行止めとなった。
寒地構造チームでは、8月24日および9月1日に国土
技術政策総合研究所の橋梁の担当者とともに、橋梁を
中心とした道路構造物の現地調査を実施した。本報告
は、国道橋4橋（図－1）の洗掘等による被害の概要に
ついてとりまとめたものである。

図－2

２．２

高原大橋一般図（北海道開発局提供）

被害状況

本橋の調査は8月24日に実施したが、8月17～21日の
台風7号と11号の影響によるA2橋台護岸の洗掘、法面
崩壊を受けて事前に通行止めされていた。
２．２．１
図－1 調査橋梁の位置図
（電子国土WEBを加工して作成）

橋梁周辺

本橋の通常時の河川流路は第1径間（A1橋台～P1橋
脚）であったようだが、他の径間も流路となった痕跡
が認められ、第3径間（P2～P3橋脚）の下流側には流
木が堆積している状況であった（写真－2）。A2橋台

２．高原大橋

の上流側が水衝部となり、橋台側面の護岸ブロックが
２．１

流失するとともに、法面も一部崩壊していた（写真－

橋梁概要

高原大橋は上川町の大雪ダムの上流部に位置し、石
狩川を渡河する橋梁で、諸元は以下のとおりである。

3）。また、当該箇所には応急対策として大型土嚢が投
入されていたようであるが、それらも流失しており、
一部は河川内に確認できた。澪筋の変化により、部分

橋 梁 名：高原大橋（一般国道273号上川町）

的に河床低下が進行しているようであった。

竣 工 年：1973年（昭和48年）

２．２．２

適用基準：S39鋼道路橋設計示方書
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橋梁本体

下部工については、P2橋脚が路肩端部で約1.25m沈
43

写真－6

写真－1

写真－4

写真－7

変位制限構造

変位制限構造台座

写真－9

橋脚天端側面

高原大橋上空写真(北海道開発局提供)

写真－8

写真－2

P2橋脚天端

P2･P3下流側流木

P2橋脚の状況

写真－3

写真－5

A2上流側流出

写真－10 下横構の変形
（第2径間）

写真－11 主桁の状況
（P2橋脚上の桁遊間）

(a)P2橋脚上

(b)P3橋脚上

橋面の状況

下するとともに、下流側に傾斜していたが、その沈下
は発生確認当初から若干進行したようであった（写真

写真－12

－4,5）。また、P1とP3橋脚については、目視で明確

鋼製防護柵・伸縮装置の状況

に確認できるほどではなかったが、詳細調査の結果か
ら上流側にわずかに傾斜していたようである。
支承部の損傷はP2橋脚上で生じており、下流側G3
主桁部で大きかった。固定側（第2径間側）の支承に

沈下に伴って主桁が傾斜し、P2橋脚上では主桁間の
遊間が上フランジ側で狭く、下フランジ側で広くなっ
ている状況であった（写真－11）。

は本体の塗装割れや沓座モルタルの損傷が、さらに可

P2橋脚上では、伸縮装置フェイスプレートの第3径

動側（第3径間側）ではサイドブロックの破断が生じ

間側が第2径間側上に重なり、鋼製防護柵の横梁が支

ていた。また、可動側の変位制限構造は可能移動量を

柱近傍で座屈していた（写真－12）。

超過し、アンカーバーが変形するとともに、台座コン
クリートおよび橋脚天端コンクリートの一部にもひび

３．千呂露橋

割れが生じている状況であった（写真－6～9）
。
上部工については、橋脚の変状に伴い生じたものと
考えられる第2径間の下流側主桁の変形（ねじれ）や
下横構の変形（湾曲）を確認した（写真－10）。橋脚
44

３．１

橋梁概要

千呂露橋は一般国道274号日勝峠の日高側に位置し、
沙流川水系沙流川を渡河する橋梁で、諸元は以下のと
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おりである。
橋 梁 名：千呂露橋（一般国道274号日高町）
竣 工 年：1960年（昭和35年）
適用基準：S31鋼道路橋設計示方書
橋

長：83.8m（3×27.0m）

幅

員：9.3m（全幅）、6.0（車道）

設計荷重：TL-14
上部形式：単純ポステンPCT桁（3連）
下部形式：重力式橋台、T型橋脚小判型
基礎形式：直接基礎

図－3

３．２

写真－13

千呂露橋上空写真(北海道開発局提供)

写真－14

上流側の状況（A1側河岸より）

写真－15

下流側の状況（A1側河岸より）

千呂露橋一般図（北海道開発局提供）

被害状況

9月1日時点では渡河することができず、A1橋台側
のみから調査を行った。
３．２．１

橋梁周辺

河川の通常時の流路は第2径間（P1～P2橋脚）で
あったようだが、現地はA1橋台背面の土工部延長約
40m程度が流出し、流路となっている状況であった。
A1橋台側の河岸（堤防）は上下流側とも広範囲に浸

写真－16

橋梁本体の状況（A1側河岸より）

食されていた。A1橋台、P1橋脚上流側には流木が堆
積しており、河道を閉塞したことも重なって、A1橋

台の沈下により、第1径間の上部工（橋面）がねじれ

台上流側が水衝部となり河岸侵食に至ったものと考え

を伴いながら、下流側に傾斜していた。また、主桁と

られる（写真－14,15）
。

の接触によるものと考えられる橋台パラペット部の損

３．２．２

傷が生じていた（写真－16）。

橋梁本体

A1橋台背面の盛土は流出し、背面が完全に現れて

P1橋脚はやや上流側に傾斜しているようであった

いる状況であった。本橋下流側に設置されている歩道

が、第2径間以降の状況とともに詳細は確認できなか

橋の第1径間（A1橋台～P1橋脚）は下流側に落下して

った。なお、詳細調査の結果からは、P1橋脚および

いた。

第2径間主桁にも変形、回転が生じていたようである。

A1橋台は下流側に傾斜しながら沈下していた。橋
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－18～20）。

４．小林橋

４．２．２
４．１

橋梁概要

小林橋は十勝川水系小林川を渡河する橋梁で、諸元
は以下のとおりである。

橋梁本体

A1橋台背面の盛土は流出し、背面が完全に現れて
いた。A1橋台は上流側に傾斜するとともに、沈下が
生じている状況であった（写真－21～22）。
A1橋台の沈下に伴い、第1径間（A1橋台～P1橋脚）

橋 梁 名：小林橋（一般国道38号清水町）

の上部工（橋面）がねじれを伴いながら、傾斜していた。

竣 工 年：1963年（昭和38年）

下部工には橋座拡幅が施工されていたこともあり、上

適用基準：S31鋼道路橋設計示方書

部工の落下は免れていた（写真－23）。

橋

長：37.6m（12.0×3）

幅

員：14.0m（全幅）、6.75m（車道）

橋面舗装は、前述の下部工の変状に伴い、P1橋脚
直上でひび割れて大きく開口しており、P2橋脚上で

設計荷重：TL-20

もひび割れを生じていた。また、第2径間では拡幅境

上部形式：プレテンPC桁（3連）

界（外側線）に沿った橋軸方向のひび割れが生じてい

下部形式：逆T式橋台、壁式橋脚

た（写真－24）。

基礎形式：直接基礎

写真－17

図－4

４．２

小林橋上空写真(北海道開発局提供)

写真－18

上流側の状況

写真－19

下流側の状況

小林橋一般図（北海道開発局提供）

被害状況

本橋の調査は9月1日に実施したが、A2橋台側から
現場へ入り、A1橋台背面側の河川内まで下りること
が可能であったことから、橋梁全体を確認できた。
４．２．１

橋梁周辺

河川の通常時の流路は第2径間（P1～P2橋脚）であ
ったようであるが、現地はA1橋台背面の土工部延長
約80m程度が流失し、流路となっている状況であった。
A1側の河岸は上下流ともに大きく侵食されていた。
A1橋台、P1橋脚上流側に流木が多量に堆積しており、
河道を閉塞したことも重なって、A1橋台上流側が水
衝部となり河岸侵食に至ったものと考えられる（写真
46

写真－20

流木の堆積状況
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下部形式：逆T式橋台、壁式橋脚
基礎形式：直接基礎

写真－21

A1橋台の状況(1)

写真－22

A1橋台の状況(2)

図－5

５．２
写真－23

P1橋脚および第1径間の状況

清見橋一般図（北海道開発局提供）

被害状況

本橋の調査は9月1日に実施したが、A1橋台側から
のみ確認を行った。
５．２．１

橋梁周辺

河川の通常時の流路は第2径間（P1～P2橋脚）であ
ったようであるが、現地はA1橋台背面の土工部延長
約30ｍ程度が流失し、流路となっている状況であった。
背面盛土の流出に伴い、歩道用防護柵の一部が沈下し
ていた。A1側の河岸上流は大きく侵食されていた（写
写真－24

橋面の状況

真－26～27）。また、第2径間、第3径間の上流側には
流木が多量に堆積し、河道をほぼ閉塞している状況で
あった（写真－28）。

５．清見橋
５．１

橋梁概要

清見橋は十勝川水系ペケレベツ川を渡河する橋梁
で、諸元は以下のとおりである。
橋 梁 名：清見橋（一般国道38号清水町）
竣 工 年：1963年（昭和38年）
適用基準：S31鋼道路橋設計示方書
橋

長：37.6m（12.0×3）

幅

員：14.27m（全幅）、6.75m（車道）

設計荷重：TL-20
上部形式：プレテンPC桁（3連）
（右歩道：単純合成H桁）
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写真－25

清見橋上空写真(北海道開発局提供)
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道橋のA1橋台部の受け台が流出し、橋面の上流側が
低下するように傾斜していた（写真－29）。
６．まとめ
2016年8月の豪雨災害に関連し、現地調査を実施で
写真－26

きた被災橋梁はごく一部であるが、自治体等管理の橋

上流側の状況

梁も含めて被災の多くに共通しているのは河床洗掘に
よる下部工の沈下（傾斜）や橋台背面土の流出であっ
た。橋梁本体には特に大きな損傷を生じていないよう
な状況においても、早期の復旧は困難となることも多
い。このような被災の影響を最小限とする、あるいは
応急復旧を可能とする技術開発が重要であると考えら
れる。
写真－27

下流側の状況

写真－28

流木の堆積状況
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