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国営かんがい排水事業「安平川地区」の幹線用水路である追分幹線用水路は、住宅地外縁を
通る路線で計画されていたが、新たな都市開発の影響により計画路線とすることができず、Ｊ
Ｒ駅前を含めた市街地に変更せざるを得なかった。
本報では、路線選定にあたって施工性、経済性等について総合的に検討し、新路線を選定す
るに至った経緯について発表するものである。
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主要工事計画

1. はじめに

頭首工1ヶ所、揚水機場2ヶ所、用水
路10条30.1km、排水路1条4.1km

「安平川地区」で新たに建設する追分幹線用水路は、
水田と畑地へかんがい用水を供給する農業水利施設であ
り、ＪＲ線、国道沿いに安平町追分（旧追分町）市街地
を縦貫する路線計画となっている。平成22年度から、地
元調整、工法検討、各種協議を踏まえ、施工されてきた
が、ＪＲ追分駅周辺では、安平町の定住化政策により住
宅地の建設が進んだことにより、用水路の建設にあたっ
ては、推進工などの仮設対策に費用を要することが判明
したため、路線計画を見直さざるを得なくなった。
本報告では、市街地を通る路線計画の決定に至る検討
経緯について報告するものである。

2. 安平川地区の概要
(1) 事業目的
本事業は、勇払郡安平町の農地1,431ha（水田185ha、
畑1,246ha）を対象として、「道央用水地区」で築造す
る夕張シューパロダムに水源を求め、農業用水の安定的
な確保・供給を図るための用水路を建設すると共に農地
の浸水、過湿被害解消のために排水路の改修を行うもの
である。
(2) 地区の概要
関係市町村
受益面積・戸数
総事業費
主要作物

勇払郡安平町
1,431ha・115戸
10,400百万円
小麦、てんさい、小豆、スィートコ
ーン、メロン、水稲、大豆、アス
パラガス
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図－１ 安平川地区位置図

3. 路線計画検討
追分幹線用水路の事業計画は、平成12年度に策定され
ており、当初水田受益が安平川流域のＪＲ線、国道沿線
に位置していたが、最短の市街地を通るルートは、立地
条件の面から推進工などの仮設対策に費用を要すること
が想定されたため、延長が伸びても住宅地の少ないＪＲ
追分駅の西側を迂回するルートが選定されていた（図―
２のＡ路線案）。
その後、安平町が人口減少対策として取り組んできた
定住化対策により、用水路の建設予定箇所に分譲住宅が
次々と建設されていくこととなった。
このため、当初計画のルート（Ａ路線案）では、仮設
対費が増嵩する見通しとなり、路線計画の見直しを検討
する必要が生じた。

(1) 概略路線の検討
路線配置の検討にあたっては、経済的に有利となる最
短の路線配置、維持管理が容易な路線配置、施工性、経
済性を考慮した路線配置を基本的な考え方とした。

新たな路線をＢ路線と呼び、Ａ地点からＪＲ室蘭本線
の東側の町道を通り、町営住宅及びＪＲ室蘭本線を横断
し、Ｂ地点に接続する路線を比較路線とした。

図－２ 比較路線図

(2) 概略の水理検討
a)水理条件
取水位
WL=57.97m

・急排空気弁の最小作動圧2.6m以上（本管中心から
動水勾配まで）を確保する。
②管種選定に当たっての基本的な考え方
・管種は、一般的に管材費が安価なものを採用す
るものであるが、道路下に埋設するため、使用
実績、内外圧にすぐれているダクタイル鋳鉄管
（DCIP）とし、耕地下の埋設箇所に強化プラスチ
ック複合管（FRPM）及び塩化ビニール管（VU）と
した。

必要分水位
第１分水 WL=57.62m
第２分水 WL=54.89m
第３分水 WL=54.37m
第４分水 WL=43.92m
第５分水 WL=40.34m
第６分水 WL=35.13m

d)水理計算結果
水利計算の結果、A・Bの両路線（案）とも各分水工時
点での必要水位を満足する結果となった。
表－１ 水理計算結果

図－３ 分水工位置図

b)水理計算条件
「土地改良事業計画設計基準・パイプライン基
準書7.2.5パイプラインの水理計算」による。
c)管種管径
①管径選定に当たっての基本的な考え方
・各分水の必要水位を満足する管径とする。
・管頂と動水勾配線との余裕高を最小でも0.50m確
保する。
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(3)現地調査
a)当初計画ルート（Ａ路線案）図－２参照
①JR 横断は、当初計画路線である A 路線に接続する
ため、石勝線と室蘭本線の分岐する手前とした。
②JR 沿いの町道青葉３号線は、砂利道で交通量が少
なく、周囲に住宅がないことから、施工上特に問
題ないと思われる。
③町道青葉３号線と町道青葉２号線の間は、分譲住
宅サニータウンとなっており、施工時に発生する
騒音・振動を近隣住民が懸念されたことから、用
地取得が困難であった。また、住宅地を避けた路
線とすると 100m 余分に施工せざるを得ない。
④町道青葉２号線は、道路沿いに住宅が少ないため、
施工は特に問題ないと思われる。
⑤町道青葉豊栄幹線道は、周辺に住宅が密集し、生
活道路としての利用のほか、千歳方面から旧早来
町方面への近道として一般車両が利用されている。
このため、道路部の施工にあたっては片側通行に
よる施工とすることが難しく、また、道路沿線に
分譲住宅ラ・ラ・タウンが隣接しており、施工時

に発生する騒音・振動を近隣住民が懸念されたこ
とから用地取得が困難であった。
b)見直しルート（Ｂ路線案）図－２参照
①町道の周辺に一般住宅がなく、交通量調査の結果、
交通量が 500 台／日と少なく、片側通行による開
削工法も可能と判断された。
②JR 横断は、新路線を B としたことから、既に施工
が完了した用水路に接続するため、（図－2）に示
す位置とした。
(4)路線比較検討結果
当初計画ルート（A路線）と新路線（B路線）について、
管種管径、付帯構造物、横断工、地下埋設物、住宅、交
通量、工法などの観点で比較検討を行った。
その結果は、表－２に示すとおりであり、Ａ案Ｂ案と
も管種管径、付帯構造物、横断工、地下埋設物及び工法
では大きな違いはなかったが、Ａ案に比べてＢ案では隣
接する住宅や道路の交通量も少なく、路線延長を短くす
ることも可能となり、工事費が安価となることが判明し
たため、Ｂ案を採用することとした。

表－２ 路線案比較検討表

４ 縦断線形の検討
決定されたJR室蘭本線の東側を通るＢ案の路線は、町
道下に管路を埋設するルートであり公共施設の下水管、
水道管及びＮＴＴ光ケーブルなど様々な埋設物が存在し
ていることが想定されるため、埋設物調査をもとに縦断
線形を検討した。
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(1)管埋設深の設計
また、管埋設深の決定にあたっては、次の各項目につ
いて検討し、必要となる最も深い埋設深を採用した。
① 浮上防止の埋設深
② 凍上、凍結防止の埋設深
③ 耕地下における埋設深

④ 山林下における埋設深
⑤ 側溝下の埋設深
⑥ 道路下の埋設深
上記項目ごとに埋設深を整理すると（表－3）に示す
とおりである。
なお、凍上・凍結防止の埋設深は、積雪あり（非除雪区
間）は０．７ｍ以上、積雪なし（除雪区間等）は１．７
ｍ以上としている。
表－３ 必要埋設深
項目

必要埋設深

浮上

1.472m
1.600m
0.700m
0.700m
1.700m

耕地下
山林・原野下
側溝下
道路・排水路横断

備 考
口径ごとに算定
暗渠埋設耕地下の埋設深
積雪あり埋設深より
積雪あり埋設深より
除雪区間(積雪無し)埋設深より

前述より、設計最小埋設深は表－４のとおりとする。
表－４ 設計最小埋設深
項目
耕地下
山林・原野、

設計最小埋設深

備 考

1.600m
0.700m

暗渠埋設耕地下

1.700m
1.700m

除雪区間埋設深より

積雪あり埋設深より

側溝下
道路横断
排水路横断

(2)縦断線形
施工方法は、（表－２）の路線案比較検討では、一般
区間の矢板工法と道路等横断区間の推進工法の組合せで
あったが、コスト縮減を図るため、簡易土留め工法を導
入し、必要埋設深を踏まえた縦断設計を検討した。
a)検討における配慮事項
①上下水道等の横断管との交差
町道下には上水道や下水道等の横断構造物が多くあ
り、これらとの交差する際には用水路管頂から0.60m
以上離すこととする。
②通気施設の設置
通気施設は、300～500ｍ間隔で空気連行が不可能な
傾斜部の上流部等に設置する。
町道下に通気施設を設置する場合、車両の通行を考
慮したマンホールタイプの弁室を採用するため、埋
設に必要な深さを確保する。
③排泥施設の設置
地形勾配や支障となる横断構造物、必要埋設深、通
気施設位置を踏まえ、凹部となる個所に設置する。
これらのことを踏まえ、縦断計画を図―４のとおりに
決定した。

積雪なし埋設深より

図－４ 縦断計画図
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５ おわりに
市街地を通る用水路の路線を検討するにあたっては、
土地条件から道路下の埋設にならざるを得ないが、施
工時の振動、騒音に対するリスクを十分考え、慎重な
比較検討が必要である。今回の検討は、分譲地の住宅
建設が進んだことにより、路線計画の見直しをせざる
得ない事例であった。路線計画においては、平面線形
の他、縦断線形も重要な項目であることから、埋設物
の調査を十分に行い施工方法も含め、慎重に検討しな
ければならないことが確認された。また、この市街地
は公共施設があることから、一般住民が近傍を通行す
ることもあり、施工時の安全対策を十分検討する必要
がある。
今後、工事施工においては、安全対策をしっかり
行い、地域住民に理解を得ながら進めることとした
い。
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