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おける地すべりにより河道閉塞が発生している。これ

１．河道閉塞の状況等

らの堆積岩地域の河道閉塞の発生は、特に融雪時期に
平成30年北海道胆振東部地震（以下、「胆振東部地

注意が必要である。また、崩落土砂量は、1×105 m3単

震」）を起因とする斜面等の崩壊土砂により、小渓流

位の住吉地区および小平蘂川霧立地区を除き、多くの

を含め多数の河道閉塞が発生した。大規模な河道閉塞

場合は1×104 m3単位の規模であった。

は、そのまま放置しておくと、湛水位が閉塞土塊の高

一方、胆振東部地震によって、厚真川本川および同

さを上回り越流することや、越流により閉塞していた

支川である日高幌内川において合わせて6箇所の河道

土塊の崩壊とそれによる土石流の発生に波及すること

閉塞が発生した。そのうち、日高幌内川の河道閉塞は

が懸念される。

これまでの北海道内の河道閉塞事例に比べても非常に
大きく、移動土塊の体積は1×106 m3単位の規模であ

これまで北海道内で発生した主な河道閉塞事例と胆
振東部地震における厚真川水系の河道閉塞事例を合わ

った。

せて表－1に掲げる。北海道内ではこれまでも天人峡

以下、本項では、胆振東部地震で発生した代表的な

（1980年）や層雲峡天城岩（1987年）など、溶結凝灰

河道閉塞について記述する。一つは大規模という点で

岩による岩盤すべりや岩盤崩落等により河道閉塞が発

日高幌内川の河道閉塞について、二つ目は厚真川本川

生していた。しかし、近年では後志利別川住吉地区を

の河道閉塞についてである（写真－1、図－1）。

はじめ、新第三紀の泥岩およびシルト岩等の堆積岩に

表－1
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写真－1
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日高幌内川河道閉塞の全景8）（2018年9月26日撮影）
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写真－2
図－1

厚真川水系の主な河道閉塞箇所

日高幌内川河道閉塞部の下流面
（2018年9月14日撮影）

（国土地理院 平成30年北海道胆振東部地震
斜面崩壊・堆積分布図に加筆）
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可能性を現在から約4,600年前以降から約2,500年以前
までの時期にあると推察した。そして、このときの地
すべりの誘因として地震動の可能性を指摘した。
日高幌内川地すべりの発生に関して、2018年9月3日
から5日にかけて日本列島を縦断した台風21号では、近
傍のAMeDAS観測所（厚真、安平、穂別および鵡川）
9月5日の日降水量は、気象庁資料から11～16 mmと
小さかった。また、砂防学会の緊急調査団が地震後に
行った吉野地区の調査では、日雨量2 mmの降雨後に
᪥㧗ᖠෆᕝ
Ἑ㐨㛢ሰ⟠ᡤ
500m

図－2

晴天が3日続いた日当たりの良い斜面においてTDR土
壌水分計で斜面を計測した結果、Ta-d層内で体積含
水率が40％を超えており、晴天時でも間隙に多くの水

日高幌内川の河道閉塞箇所

（地すべり地形を記載した防災科学技術研究所の
J-SHIS MAP9）に加筆）

が存在することが明らかとなったこと。さらに、厚真
町において地震発生前日において、日雨量12 mmの雨
を記録しているが、その程度の雨のみでは、体積含水
率が40％を超えることは難しいため、吉野地区の表土
には普段から多くの水が含まれていると考えられる12）。

河道閉塞を起こした日高幌内川地すべりの特徴は、
大規模であることである。地すべりは、幅約400 mで

これらから、日高幌内川地すべりの発生の原因は、地
震動が主体と考えられる。

あった尾根地形部分が約500 m程度滑動して対岸斜面

一方、胆振東部地震により、厚真川本川の河道閉塞

に衝突して停止し、河道を閉塞している。河道閉塞部

は、厚幌ダム上流で2箇所、下流で3箇所発生した。こ

は河床との比高差50 m程度である（写真－1、2）。

のうち、厚幌ダム上流約2.7 km地点を除く4箇所は、

日高幌内川地すべりの現地踏査から、地質は泥岩・

地すべり地形が確認されている9）。

シルト岩を主体とし、低角度の流れ盤構造が見られ

厚幌ダム上流約3.8 km地点と上流約2.7 km地点（写

た。移動土塊は層理に沿って滑動したと考えられる。

真－3）では、いずれも左岸側の沢から流出した土砂

なお、すべり面については国土交通省北海道開発局に

と右岸側の斜面から流出した土砂とで河道閉塞が発生

よるボーリング調査が行われており、今後の地質解析

したことが特徴である。このうち上流約3.8 km地点の

が待たれる。

右岸側斜面は、地すべり地形が確認されている。

日高幌内川地すべりを中心として、東西方向に隣接

コブシ橋下流の河道閉塞（写真－4）は、上下流に

して地すべり地形が確認されている（図－2）9），10）。こ

隣接して2箇所あり、いずれも尾根直下の斜面崩壊箇

れらから、今回の地すべり箇所周辺は過去にも地すべ

所からやや不明瞭な谷地形を流下し河道を閉塞した。

りが発生していることが示されている。過去の地すべ

斜面崩壊箇所一体は地すべり地形が確認されている。

りの原因が今回と同様地震動と仮定すると、過去の地

幌内橋上流の河道閉塞（写真－5）は、尾根直下の

震で滑動しなかった地すべりブロックが今回の地震で

標高約185 mの斜面崩壊箇所から河道の標高約40 mま

滑動したものと考えられる。また、胆振東部地震で大

で、水平距離約1.3 kmという長距離の谷地形を崩壊土

規模な地すべりブロックがこの箇所1箇所であること

砂は流下し河道を閉塞した。斜面崩壊箇所の一部は地

は、これまでの地震で落ち残った当該地すべりブロッ

すべり地形が確認されている。

クが大規模であったことや、胆振東部地震の地震動が

楢山橋上流の河道閉塞（写真－6）は、右岸側斜面

他の大規模な地すべりブロックの滑動を誘発しなかっ

の標高約115 mの崩壊箇所から河道の標高約35 mま

た程度の大きさであったこと等が理由と考えられる。

で、水平距離約0.3 kmの平滑型斜面および不明瞭な谷

今後、過去の地すべり履歴の解明が期待される。

地形を流下し河道を閉塞した。流下した土砂は、新設

一方、過去の地震発生の時期について参考となる報
告がある。近傍の厚幌ダム建設関連の遺跡発掘調査か
ら、田近ら

11）

の浄水場や配水池を損傷させた。斜面崩壊箇所は地す
べり地形が確認されている。

は斜面の約9,000年前の樽前山火山噴出

物（Ta-d）の分布の有無により地すべり発生時期の
寒地土木研究所月報
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写真－3 厚幌ダム上流の厚真川の河道閉塞状況
（2018年9月6日 国土地理院撮影）

写真－4 厚幌ダム下流の厚真川コブシ橋下流の河道閉塞状況
（2018年9月6日 アジア航測（株）・朝日航洋（株）撮影）
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写真－5 厚真川幌内橋上流の河道閉塞状況
（2018年9月6日 アジア航測（株）・朝日航洋（株）撮影）

写真－6 厚真川楢山橋上流の河道閉塞状況
（2018年9月6日 アジア航測（株）・朝日航洋（株）撮影）

２．河道閉塞対策

切り下げとともに、掘削土砂を下流面に巻きだしする
ことで、下流面を緩勾配化し仮に天端を越流した場合

日高幌内川地すべりにおける河道閉塞箇所上流の集
2

に侵食力を低下させる効果がある。そして、天端高ま

水面積は約10 km であり、また、現地盤高の標高約80

で湛水位が上昇する前に、天端標高以下に設置される

mのところ、閉塞土塊高約50 mが上載された。北海道

水路工により湛水を安定して流下させる計画である。

開発局では、閉塞土塊の安定確認のため、下流側に監

また、上流面への巻きだしは、湛水池の埋め戻しや湛

視カメラを2018年9月12日に、水位計を9月14日に設置

水規模の縮小により、閉塞土砂の浸透路長を長くする

した。また、上流側の湛水状況確認のため、水位観測

とともに平均動水勾配も緩くして浸透破壊を抑制する

ブイを9月15日（写真－7）に、監視カメラを9月17日

効果がある。15）

に設置し、監視体制を構築した13）。その後、10月1日

これら、天端の切り下げ対応等の設計や施工に当た

から上流側の湛水標高を北海道開発局および室蘭開発

り、ボーリング調査を行い精査することが必要であ

建設部のホームページ上で公開した。また、河道閉塞

る。特に、河道を閉塞している土塊の安定性やすべり

箇所の航空レーザ測量を9月12日～13日に行い、現地

面の把握、水路工を設置する対岸側の地山安定性、お

状況の把握に努めた。河道閉塞箇所上流の湛水状況を

よび法止めブロック工、遊砂地工設置予定箇所の地質

写真－8に示す。

調査に着目してボーリング調査を行っている。

対策工として閉塞土塊の天端を切り下げ、水路工を
整備する計画となった（写真－9、10）
30

14）

。天端高の

一方、厚真川本川の河道閉塞の復旧は、閉塞土砂が
軟弱なため土砂運搬車が走行できなかった。そのた
寒地土木研究所月報
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め、複数台のバックホウによるリレー方式で河道から

み約76万m3の土砂量（流木量を含む）が流入した（室

河道外へ土砂を運搬した 16）。軟弱な閉塞土砂に移動

蘭建設管理部調べ、概算値）。

を妨げられてもアームを作動し回避できるため、バッ

北海道開発局は、「厚真川水系土砂災害復旧事業

クホウは現場条件に適応していたものと推察できる。

所」を発足させ新たに国直轄で土砂災害対策を進める

コブシ橋下流地区と幌内橋地区の河道閉塞土砂の掘削

ことを10月2日に公表した17），18）。これは、北海道知事

完了は、9月15日であった。上流にある厚幌ダムは、

からの要請があったことを踏まえ、日高幌内川におい

河道を閉塞した土砂撤去作業の支援のため、地震当日

て発生した大規模な河道閉塞について、緊急的な砂防

の9月6日～9月19日までの期間、放流を全量停止し

工事および工事のための調査を実施するものである。

た。土砂掘削範囲は、被災前断面の確保であり、コブ

さらに11月2日には、河道内に堆積した不安定土砂等

シ橋下流地区では約4.0万m3、幌内橋地区では約5.0万

の再移動による二次災害を防ぐため、新たにチケッペ

3

3

m および楢山橋地区では約0.5千m の閉塞土砂を撤去

川および東和川において緊急的な砂防工事を実施する

した（室蘭建設管理部調べ、概算値）。

ことを公表した14）。

また、厚幌ダム湖内には、ダム上流の河道閉塞を含

᪥㧗ᖠෆᕝ
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写真－7

河道閉塞部上流にある砂防えん堤下流に設置した
水位観測ブイ設置状況（2018年9月16日撮影）

写真－8 日高幌内川の河道閉塞箇所を下流から望む
（2018年10月18日 防災地質チーム山崎研究員撮影）
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写真－10 河道閉塞部の掘削工および水路工
（2019年2月22日撮影、湛水標高は98.5m）
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