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平成28年8月に4つの台風が北海道に接近･上陸し、常呂川においても堤防決壊等による農地浸
水や道路冠水等の大きな被害が発生したため、再度災害防止を目的とした「北海道緊急治水対
策プロジェクト」に基づき、堤防整備や河道掘削等の工事を4年間で集中的に実施することとな
った。本報告は、常呂川におけるプロジェクト概要、工事進捗状況、河道掘削土の有効活用を
目的とした農地復旧との連携等について報告するものである。
キーワード：自然災害、災害復旧、防災

1. はじめに

2. 平成28年8月出水の概要

平成28年8月17日から30日にかけて4つの台風が北海道
に接近・上陸し、網走開発建設部が管理している網走川、
常呂川、渚滑川においては計画高水位を上回り既往最大
の水位を観測するなどの記録的な大雨となった。この影
響により常呂川流域では堤防からの越水や、常呂川支川
柴山沢川、東亜川(図-1)での破堤等による外水氾濫が発
生し、河川管理施設のほか、沿川の農地にも甚大な被害
をもたらした。
本報告は、洪水の概要をふりかえるとともにその対策
として実施している「北海道緊急治水対策プロジェク
ト」の内容や進捗状況について報告するものである。

(1)降雨概要
平成 28 年 8 月に発生した大雨は、前線・台風・高気
圧がそろった際に北海道に大雨をもたらす典型的な気圧
配置であり、網走開発建設部管内の年平均降雨量は
800mm 程度の中、8 月 16 日から 23 日のわずか 8 日間に
この約 4 割にあたる 300mm の降雨となった。
この降雨の影響により、常呂川の太茶苗水位観測所
(KP18.9km)及び上川沿水位観測所(KP10.9km)では計画高
水位を超過し、昭和27年から平成28年の間の水位観測に
おいて既往最大となる水位が観測された（図-2、図-3）。
特に流下能力が不足している常呂川下流部の区間では、
広範囲にわたり計画高水位を超過していたことがその後
の洪水痕跡調査で確認された（図-4）。
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図-2 常呂川上川沿観測所地点の水位状況
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図-1 常呂川流域図
図-3 常呂川上川沿観測所地点の年最高水位(S27～H28)
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図-4 常呂川洪水痕跡水位縦断図
(2)堤防越水等による被害
常呂川下流部に位置する日吉・福山地区では、今回の
出水により堤防からの越水（4箇所）による堤防法崩れ
や堤防法尻に基盤漏水と想定される噴砂が発生したほか、
支川2箇所で破堤した (写真-1、写真-2、図-5)。
この影響等による外水・内水の排除のため全道各地か
ら災害対策用機械の派遣を受け、最大12台の排水ポンプ
車や照明車及び衛星通信車等を配備し、水防活動を実施
した。また、常呂川全川にわたり河岸の侵食が確認され
たため、緊急の対応として木流し工法等の水防活動を行
った。
直轄河川区域において越水により堤防に被災を受けた
2箇所については、8月21日に被災が確認されてから24時
間体制で緊急復旧工事を行い、26日には完成させた。そ
の後災害本復旧工事を平成29年3月に完了させた。

写真-2 日吉・福山地区の浸水状況

常呂川 KP22.6 左岸
図-5 常呂川下流部 被災箇所

柴山沢川左岸

(3)農地の被害
常呂川の外水氾濫等により農地への被害も甚大なもの
となった。オホーツク管内ではたまねぎやてん菜、馬鈴
しょ、デントコーン等約4,000haの畑が浸水し(写真-3)、
その被害額は121億円(図-6)となり(9月27日北海道発表
による)、本出水による全道農作物被害では十勝管内に
次ぐ被害の大きさとなった。

写真-3 たまねぎ浸水状況
写真-1 堤防越水・破堤箇所状況
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図-6 農地被災状況

(4)常呂川堤防調査委員会の設置
今回の出水では、越水による堤防の侵食被害や基盤漏
水による堤防法尻部の噴砂等(写真-4)が発生するなど、
堤防への影響が著しい状況であったため、被災要因を特
定し、被災状況に対応した復旧工法を検討することを目
的に、堤防調査委員会を設置した。委員には河川工学及
び地盤工学を専門とする 4 名を選任し、計 3 回の委員会
や数回の現地調査を行い、専門的なアドバイスを受け、
高度な調査・検討を経て、復旧工法等を決定した。委員
会での調査・検討をまとめた報告書を網走開発建設部
HP に公開している。
図-7 北海道緊急治水対策プロジェクト概要

写真-4 噴砂発生状況

3. 北海道緊急治水対策プロジェクトの概要
(1)プロジェクト概要
今回の出水では、常呂川のほか国や北海道が管理する
河川において、堤防や護岸などの河川管理施設の被災が
数多く発生したため、被害の著しい河川を対象に原形復
旧のための河川災害復旧事業（災害復旧）や、再度災害
防止のための河川災害関連緊急事業（災害関連）及び河
川災害復旧等関連緊急事業（復緊事業）による堤防整備
や河道掘削等のハード対策、減災のためのソフト対策を
「北海道緊急治水対策プロジェクト」として平成28年度
から平成31年度の4カ年にかけて緊急的、集中的に実施
することとした(図-7)。また、土壌流出等で甚大な被害
を受けた農地への河道掘削土の活用など農地復旧との連
携も掲げている。
常呂川においては、災害復旧のための河岸侵食対策や
堤防漏水対策（19箇所、事業費約24億円）、被災箇所の
再度災害防止のための河道掘削（13箇所、事業費約38億
円）が整備メニューとなっている。
平成28年度から29年度においては、このプロジェクト
を推進させるため、24本の工事を発注し平成30年3月ま
でに全ての工事を完了させている。平成30年度は引き続
き再度災害防止を目的として河道掘削を実施したところ
である。
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(2)プロジェクトの進捗状況
a)災害復旧事業
災害復旧事業としては、河岸の侵食箇所や堤防の漏水
箇所における対策として全19箇所の工事を実施した(写
真-5)。本工事は、河川管理施設の被災箇所を対象とし
ているため、早急に工事を完成させる必要があるが、災
害復旧工事は常呂川だけでなく、全道各地で実施するこ
ととなっていたため、ブロックや仮設材等資機材の手配
に苦慮することが想定された。
実際に工事を進めるにあたっては、ブロック及び運搬
敷鉄板や矢板等仮設材がオホーツク管内では不足が生じ
たが、釧路管内や帯広管内等遠隔地からの搬入を行うこ
とで工事を遅延させることなく完成させた。
河岸侵食状況

災害復旧工事 完成

写真-5 河岸侵食復旧状況

b)災害関連及び復緊事業
計画高水位を超過した常呂川KP9.0km～42.0kmの区間
を対象に河道掘削を行い、今後平成28年8月出水と同規
模程度の出水が発生した場合においても、洪水被害を発
生させないこと（再度災害の防止）を目的に、河道掘削
を4年間で行う計画である(図-8)。
事業の実施にあたっては、福山・日吉地区から大量の
土砂を搬出することとなり、工事本数も多くなることか
ら、積算・監督業務等職員の負担が大きくなることが想
定されたため、事業監理マネジメント業務(CM)を発注し、
搬出ルートの調整や一般道路交通渋滞等の発生による一
般住民からの苦情や安全面に対する管理、掘削土質によ
る搬出先の調整、工事の進捗管理などの対応を委託する
ことで工事を円滑に進めることができた。
なお、河道掘削の施工にあたっては掘削時の濁水の発
生による魚類等への環境影響を考慮し、河岸側の一部を
存置し、陸上での掘削を行っている（写真-6）。この存
置した土砂については、掘削面の植生が回復した後に撤
去を行う予定である。
平成31年度は、再度災害防止のための河道掘削を引き
続き実施し、一連の工事を完成させる予定である。

が課題であった。また、掘削範囲が約30kmと広範囲であ
り、掘削土の土質も様々なものが発生することが想定さ
れたため、土質条件に見合った活用方法を検討する必要
が生じた。
(1)河川工事への流用
被災箇所付近を含めた常呂川下流域の堤防は既に概成
しているが、河道内の水位が上昇しやすく、長時間高い
水位が継続する状況であることから、過去からも堤防腹
付け盛土を行い、堤防の安全度向上に努めていたところ
である。掘削工事で発生した土砂の内、堤防盛土に適し
た材料については積極的に堤防腹付け盛土を実施するこ
ととした(写真-7)。

写真-7 堤防腹付け盛土完成後状況

図-8 河道掘削箇所図

写真-6 河道掘削の状況

4. 掘削土の有効活用
災害関連及び復緊事業により平成28年度から31年度ま
での4年間で河道掘削を行う計画であるが、この間に膨
大な掘削土砂が発生するため、この掘削土砂の有効活用
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(2)農地復旧・提供への利用
平成28年8月出水による外水・内水氾濫の影響により、
常呂川流域の農地では、表土流出などの大きな被害が発
生した。これら農地の迅速な災害復旧を図ることを目的
として、「平成28年度大雨災害にかかる農地の災害復旧
工事と河川工事とのオホーツク地方連絡調整会議」を開
催し、常呂川流域の北見市やオホーツク総合振興局など
とともに、常呂川の河道掘削によって発生する土砂の被
災農地への支援などについて協議を行った。
平成28年度から29年度には約10万m3の河道掘削土砂を
運搬し、被災農地の早期復旧に寄与した(写真-8)。
また、平成30年度には、掘削土の有効活用を更に推進
するため、北見市やJAところとも連携し、土砂の受け入
れ希望がある農家を集約し、畑への直接搬出を行い、12
月までに、約30箇所、17万m3の土砂搬出を実施した。な
お、土砂の搬出にあたっては、希望する土質条件が異な
るため、事前に試掘を行い受け入れが可能な土砂である
ことを確認するなどの事前調整を行った。
平成31年度も引き続き農地への搬出を行う予定であり、
現在搬出時期や搬出箇所の聞き取り等の調整を行ってい
るところである。

平成 28 年 8 月 農地被災状況
常呂川→

平成 29 年 5 月 農地復旧状況

写真-8 農地被災箇所の復旧前後状況

(3)自治体との連携による掘削土有効活用
常呂川下流部の掘削土については、その一部に透水性
の高い礫混じり土砂や泥炭性の粘土が混在している。こ
れらの土砂は堤防への腹付けや農地への提供に適さない
ものであるため搬出先に苦慮することが想定されたこと
から、北見市に適地の有無等調整を行い、搬出先を確保
することができた。なお、北見市の敷地には常呂川にお
ける今後の河川整備に必要な仮置き土を含め、約14万m3
の掘削土を平成29年度に搬出した(写真-9)。

写真-9

5. ソフト対策
北海道緊急治水対策プロジェクトでは、ハード・ソフ
ト一体となった緊急的な治水対策を実施することとして
おり、ソフト対策としては「減災対策協議会」にて検討
された取り組み方針に基づく減災のための取り組みを、
関係機関と連携して推進しているところである。
常呂川では平成28年4月に第1回減災対策協議会を開催
し、その後の議論を経て5年間で達成すべき目標を設定
している。ソフト対策としての主な取り組みとしては、
タイムラインの作成、浸水想定区域図・ハザードマップ
の公表の推進、洪水情報のプッシュ型配信の推進、排水
活動の体制強化、水防災に関する啓発活動の推進などが
この対策メニューとなっており、随時減災対策協議会を
開催し各自治体の取り組み内容等フォローアップを行い
ながら、それぞれの取り組みを推進している。
ソフト対策の一つであるタイムラインは、地域住民の
円滑な避難を図るために必要な行動項目やタイミングを
関係機関と連携して検討し、災害発生する前までに安全
な避難を行うための事前防災行動計画を策定するもので
あり、平成28年8月出水で実際に被災した常呂川下流の
北見市常呂自治区を対象とした「多機関連携型水害タイ
ムライン」策定に向け検討会を発足して協議を進めてい
るところである。平成30年7月19日に行われた検討会の
発足式には各関係機関の代表者などが参加し、検討会の
座長である東京大学大学院情報学環松尾客員教授よる
「水害タイムラインについて」と題した講演等を通して、
タイムラインの策定に向けた意識向上を図っており、平
成31年度からの試行運用を目指して、各団体と協力しな
がら検討を進めているところである。
なお、北見河川事務所では防災意識の向上を目的に自
治体のイベントでのパネル展実施や、小学生を対象とし
た防災教育の実施等(写真-10)の取り組みを行ってきて
おり、今後も自治体と協力しながら減災への取り組みを
推進していく予定である。

北見市所有置土場への搬出状況

写真-10
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防災教育の実施状況

6. あとがき
常呂川では、平成28年8月出水により堤防の越水・破
堤などの影響により、甚大な被害が発生したが、その後
の緊急対応や「北海道緊急治水対策プロジェクト」を着
実に進めており、平成31年度においても引き続き事業を
推進する予定である。
このプロジェクトにより治水安全度は大きく向上する
ことになるが、未だ河川整備計画目標流量には到達して
いないため、引き続き関係自治体と連携して河川改修事
業を推進していく必要がある。
また、あわせて今回の災害の記憶を風化させないこと
へも引き続き取り組んで行く必要がある。平成29年7月
には出水後1年を経過し、あらためて出水を踏まえた洪
水の教訓や防災・減災に向けた今後の取組等について、
情報を共有し意識を深めていただくことを目的に「平成
28年8月洪水を踏まえた防災・減災に関するシンポジウ
ム」（主催オホーツク圏域の各減災対策協議会）を開催
し(写真-11)、自治体の首長や地元住民、国会議員ら約
300人が参加し、防災意識の向上を図った。
「北海道緊急治水対策プロジェクト」が完了した際に
は式典等イベントの実施を今後計画するとともに、地元
イベントでのパネル展示等を行い、防災意識の向上に努
めていきたい。
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写真-11

シンポジウムの開催状況
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