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用水施設復旧までの用水確保の対応について
―震災後の営農再開に向けた農業用水の確保―
室蘭開発建設部胆振農業事務所
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勇払郡厚真町及びむかわ町を受益とする国営かんがい排水事業「勇払東部地区」では、整備
した用水施設の供用を行っていたが、平成30年北海道胆振東部地震により、地区内の用水施設
が甚大な被害を受け、翌年度以降の農作物の生産に重大な支障を及ぼす状況であった。本稿で
は、復旧までの期間の暫定的な用水確保の対応について報告する。
キーワード：平成30年度北海道胆振東部地震、災害復旧、暫定用水

1. はじめに
平成30年9月6日に発生した「平成30年北海道胆振東部
地震（以下、胆振東部地震という）」では、室蘭開発建
設部管内において、厚真町、むかわ町、安平町の農業水
利施設等が被災した。事業実施中である勇払東部地区に
おいては、事業で整備した厚幌導水路をはじめとする用
水施設の供用を開始していたが甚大な被害を受け、翌年
度以降の農業用水の確保が課題となった。
本稿では、勇払東部地区における直轄災害復旧事業に
より復旧するまでの期間の暫定的な用水確保の対応につ
いて報告する。

2．国営勇払東部土地改良事業の概要
本地区は、北海道の胆振東部に位置する勇払郡厚真町、
むかわ町を受益(3,224ha)とする農業地帯である。（図－1）
地域の農業は、水稲を中心に水田の畑利用による小麦、
大豆、野菜類等を組み合わせた営農が展開されている。
本地区の農業用水は、厚真川とその支流河川及び国営
厚真土地改良事業（昭和37～46年度）で造成された厚真
ダムに水源を依存し、同事業とその関連事業等により整
備された頭首工、揚水機場および用水路により配水され
ている。しかし、河川流況が不安定であること、近年の
営農技術に応じた用水が確保されていない。また、一部
の地域では、農地の湛水被害が生じており、効率的な営
農に支障を来していた。さらに、小規模な取水施設が多
数あり維持管理に多大な費用と労力を要していた。
このため、本事業で厚幌導水路等の用水施設の整備を
行い、関連事業で造成された厚幌ダム（補助多目的ダム）
に新たに水源を求め、農業用水の安定供給、用水管理の
合理化および排水性能の向上を図り、農業生産性の向上
および農業経営の安定に資することを目的としている。

【図－１：計画一般平面図】

3．暫定用水施設の検討
（1）必要性について
厚真町では、胆振東部地震により、ダム、用水路等が
被災したため、翌年度以降の水田営農の再開に見通しが
つかない状況であった。厚真町の基幹産業は農業であり、
水田営農ができないことで離農が進んだ場合、地域の崩
壊に繋がり兼ねないことから、用水施設が復旧するまで
の期間も水田営農を可能にする必要がある。このため、復
旧までの期間、仮設的な用水供給を行うための暫定用水施
設の対応は必須かつ急務であった。
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（2）暫定用水施設の区分
暫定用水施設の検討に当たっては、国営受益における
用水系統の20ブロック毎に、現地調査および農家説明会
を実施し、被災状況や現況用水施設の取水条件等の確認
を行った。（図－２）
⑱武揚水機
③第 3 区

⑤第 5 区
②第 2 区
④第 4 区

4．具体的な対応事例
(1)第１区用水路系統
本系統の旧取水施設は、撤去されていなかったため、
利用可能であったが、用水路は、国営事業で開水路から
管水路に整備済みとなっていた。そのため、旧取水施設
から既設水路の接続桝までの間は、仮設水路（開水路）
の設置を行った。（写真－１）

①第 1 区

凡例
暫定水源の確保に必要となる対策
Ⓐ既設の井堰を活用することで
取水できるブロック
Ⓑ水路が被災していなければ
取水できるブロック

⑥宇久留

Ⓒ接続水路の設置等の対策工事が
必要なブロック
⑦第 6 区第 1

⑨梁川

Ⓓポンプの新設が必要なブロック

⑫軽舞上流

⑩当麻内

⑧豊川

⑪豊沢
⑬軽舞下流
⑲美里頭首工
⑭豊丘

⑮鯉沼
⑳9 区頭首工

⑰鹿沼

⑯入鹿別

【図－２：暫定用水区域図】
暫定的な用水確保の対応は、現地被災状況を踏まえ以
下の区分とした。（表－１）
【表－１：暫定的な用水確保の区分】
区

分

Ⓐ既設の井堰等を活用することで取水できるブロック

ブロック数
１０ブロック

Ⓑ水路が被災していなければ取水できるブロック

２ブロック

Ⓒ接続水路の設置等の対策工事が必要なブロック

７ブロック

Ⓓポンプの新設が必要なブロック

１ブロック

計

【写真－１：１区暫定用水施設】
取水量については、開水路と管水路が混在しており、
水路損失が違うことから、損失水頭の計算を行い、必要
水量を算定した。その結果、不足する揚程を確保するた
め、仮設水路と既設用水路の接続部に暫定接続桝（調圧
水槽）を設置し、工事用水中ポンプΦ200mm(11kw) ４台
にて給水した。（写真－２）
用水管理について、管水路は用水需要の変動に対応し
た用水管理を行う必要から、既設水路の接続桝に、余水
ホースを設置した。（写真－２）また、必要な電力は契
約電力計算から低圧受電となる50kw以下の範囲を確認し、
北海道電力との協議を経て農事用電力の契約を行った。

２０ブロック

（3）農家説明会の開催
農家説明会は、各用水管理区毎に十数回に渡り開催し、
水利用形態を踏まえた具体的な用水確保の方法について
意見交換を行った。農家の主な意見としては、
・いつまでに営農再開できるのか不安である。
・用水路が土砂埋没しているため、迂回水路が必要。
【写真－２：１区暫定水中ポンプ設置状況】
・用水不足が生じない施設対応をお願いしたい。
・新たな揚水ポンプが必要である。
(2)2区用水系統
・鹿柵の設置は必要不可欠である。
本系統は、厚幌導水路に切り替えていたため、厚真
次項からは、上記の意見を踏まえ、暫定用水施設の対
川から取水する暫定的な揚水機を新設した。胆振東部地
応を行った具体的な事例について報告する。
震により、山間部は、大規模な法面崩壊が発生している
ことから、厚真川の流水は濁度が高い状況であったため、
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ポンプへの土砂流入が著しく、度重なる取水停止が発生
した。そのため、取水口スクリ－ンにネットの設置、ポ
ンプ消耗品の交換等のメンテナンスをするとともに、直
営による土砂撤去作業を行った。（写真－３）

【写真－３：２区暫定取水施設】
(3)3区用水系統
本系統は、大規模な法面崩落により、厚真町が管理し
ている水道施設（富里浄水場）が被災したほか、道道の
啓開作業、家屋や土砂撤去作業で 3 か月間通行止めとな
っていた箇所であり、3 区用水路も壊滅的な状況であっ
た。
農業用水は、斜面崩落の大きかった吉野地区に用水供
給しており、災害復旧工事の関係機関としては、国・
道・町と錯綜する区域のため、道路復旧、農地復旧後の
用水路復旧では、翌年度の営農に間に合わない状況であ
った。（写真－４）
このため、富里浄水場に送水している上水道取水施設
から、農業用水を取水することで厚真町と協議し、吉野
地区にも用水供給できるようになった。
施設対応は、面積(75.3ha)、最大取水量(0.304m3/s)で
水理計算を行い、工事用水中ポンプ Φ200mm(11kw) 2 台、
Φ250mm(22kw) 1 台の計 3 台の設置を行った。

【写真－４：３区暫定用水施設】
また、厚真川からポンプ取水するにあたり、厚真川下
流にある取水施設が用水不足とならないよう３区暫定取
水ポンプ下流の集合管に流量計を設置し、吐出弁の開度
により取水量管理を行った。この結果、令和元年 5 月に
３区水利組合立会のもと、営農再開に向けた通水をする
ことができた。（写真－５）

【写真－５：３区用水路の通水確認】
(4)水源確保の調整について
1）ダムの概要
本地区の水源は、厚真ダム（農業）、厚幌ダム（多
目的）から用水供給する計画であり、ダムの諸元は表
－２に示すとおりである。
【表－２：ダム諸元】
名称

厚真ダム

堤高

38.2m

厚幌ダム
47.2m

堤頂長

222.0m

516.0m
480,500㎥

堤体積

499,100㎥

集水面積

52.0㎢

105.3㎢

有効貯水量

9,523千㎥

43,100千㎥

総貯水量

10,080千㎥

47,400千㎥

常時満水位

EL=124.7m

EL=85.4m

最低水位

EL=104.7m

EL=64.0m

形式
用途

中心遮水ゾ－ン型
フィルダム
農業専用（国）

台形CSGダム
治水・利水（北海道）

厚真ダムは、昭和 45 年度完成、農業用ダムとして
役割を果たしてきた。厚幌ダムは、平成 30 年度完成、
治水（洪水調節）利水（かんがい、水道用水）及び流
水の正常な機能の維持（河川環境の保全）を目的とし
て、供用を始めたところであった。
2）厚真ダムの被災状況
厚真ダムの被災状況としては、ダム湖内、堤体右
岸および左岸法面の崩壊、洪水吐の損傷・傾倒、取水
ゲ－ト操作室の損傷、浸透量観測室の埋没などの被害
（写真－６）を受け、復旧工事期間は、令和 5 年度ま
で必要なため、水源利用できない状況であった。
3）課題
厚真ダムが復旧するまでの間、厚真ダムに貯留で
きない状況であることから、地域の営農用水は河川自
流に加えて、厚真川下流にある厚幌ダムに水源依存せ
ざるを得ない。しかし、厚幌ダムの堪水域においても、
胆振東部地震により法面崩壊が発生しており、その復
旧のため、被災当時の貯水位（EL＝77.00m）以上の貯
留はしないことが河川管理者から示された。このため、
河川管理者と限られた利水条件の中で、水源依存する
調整を図った。
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具体的には、①河川管理者に厚幌ダム最低水位以下の
水利用、ダム放流量の調整を要請した②排水路から反復
利用のポンプを設置した③厚真町土地改良区より、各水
利組合に対し、7月20日～8月20日までの間、「番水」
（２日取水し２日取水停止）を行い、渇水を乗り切った。
厚幌ダム管理者には、毎月の貯水位、放流量の情報提
供、農業者の営農上の条件も踏まえて対応頂いた。

【写真－６：厚真ダム（法面崩壊状況）】
4）河川管理者との調整事項
農業用水の確保にあたり、厚幌ダムの震災時貯
水位（EL＝77.00m）を超えない運用で、代掻き期、
普通期の取水量を確保する調整を図った。河川側
の検討としては、近年 5 年確率降雨分を洪水待機容
量として設定し、計画基準年(H 元年)を含めた 35 カ
年(S40年～H12年)の平均流量を元に、洪水調節、上
水道、かんがい取水量のシミュレ－ションを行っ
た。農業側としては、代掻期 4.4 ㎥/s、普通期 3.5
㎥/s のかんがい取水量を確保するため、洪水調節
容量の利用を含めた運用を提案した。
5）結果
調整の結果、厚真ダムの貯水容量（9,523 千㎥）
である既得分を確保する方針で、厚幌ダム管理者
である北海道知事、厚真ダム所有者北海道開発局
長、国営農業施設管理者厚真町土地改良区理事長
の３者で「厚幌ダム・厚真ダム災害復旧事業に係
る確認書」の締結を行い、令和元年 5 月より取水を
開始した。
5．令和2年度の水利用状況について
暫定用水取水２年目を迎えた今年の対応は、昨年同
様土砂吸い込みによる取水ポンプの不具合の対応等課
題解決にあたったほか、例年より降水量が少ないこと
から水利調整に苦慮した。（表－３）出典：気象庁HP
【表－３：降水量（厚真町：5月～8月）】
令和2年5月～8月 降水量(mm) 観測所：厚真町
mm
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0

809
638
433

420

287

2016

2017

2018

2019

2020

年

6．鳥獣被害対策について
厚真町では、鹿などによる農作物被害の対策として、
鳥獣防護柵（通称：鹿柵）を設置している。胆振東部地
震により、農地に土砂が流入したことで約44㎞の鹿柵が
被災した。営農再開にあたっては、鹿柵設置が必要不可
欠との声も多数あり、営農再開まで再整備することとし
た。鹿柵は、国の鳥獣被害総合対策事業の補助金を活用
し、再設置作業に開発局職員も地域の方に設置方法の指
導を受けながらボランティア活動を行った。（写真－７）

【写真７：鹿柵設置状況】
7．おわりに
国営勇払東部土地改良事業は、平成 31 年度（令和元
年度）に完了する予定であったが、平成 30 年 9 月 6 日
に胆振東部地震が発生した時期は、施設の統廃合による
旧施設撤去工事が未実施で、施設利用可能であった。ま
た、翌年度の営農再開までに調査・検討する期間が半年
程度あった。この様々な偶然と関係者の協力によって、
暫定用水の確保が実現し、令和元年の代掻きに間に合う
ことができた。（写真－８）
令和 2 年度の水稲作況指数は、全国 101 平年並み、北
海道 106 やや良、胆振地域では 108 良の豊作となり、食
味においてもタンパク質は低く、近年にはない出来ばえ
となった。（写真－９）これは、農業者の努力の賜物で
あるが、用水供給においては、地元関係機関、災害支援
関係者の協力は計り知れない。改めて、関係者の皆様に
感謝するとともに、次年度以降も引き続き、事務所職員
一丸となって直轄災害復旧事業の更なる推進に努めてい
く決意である。
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【写真－８：代掻き状況(R元年5月13日撮影)】

【写真－９：稲刈り状況(R2年9月30日撮影)】
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