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トーツル沼切替排水路はＲＣフリューム構造であるが、凍害及び塩害による擁壁のひび割れ
や欠損が生じており、今後の更なる性能低下進行により、側壁倒壊等の恐れがあることから、
改修を計画している。しかしながら、本排水路は国定公園区域にあり、サケ・マス定置網漁、
海岸保全区域や水路を横断する鉄道等による施工上の制約が多く、工事実施に向けて多岐にわ
たる対策が必要である。本報は、これら各制約条件への対策の検討状況について報告する。
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1. はじめに

2. 対象施設の現況及び改修工法

本地区は、北海道斜里郡斜里町及び同郡清里町に位置
する4,188haの農業地帯（図-1及び図-2 参照）で、てん
さい、小麦、ばれいしょを主体に野菜類を加えた農業経
営が展開されている。
地区内の基幹的な排水施設は、国営宇津内土地改良事
業（昭和25年度～昭和30年度）、国営清里土地改良事業
（昭和38年度～昭和44年度）及び国営美咲土地改良事業
（平成４年度～平成13年度）等により整備されたが、事
業完了後、排水機にあっては経年的なポンプ設備等の劣
化、排水路にあっては凍害及び塩害によるひび割れや欠
損、洗掘による護岸ブロックの崩落等、性能低下が生じ
ており、今後、更なる性能低下が進行した場合、排水機
能に支障を来すとともに、施設の維持管理に多大な費用
と労力を要することになる。
このため、本事業では、基幹的な排水施設の機能を保
全するための整備を行うことにより、施設の長寿命化を
図るとともに、施設の維持管理の費用と労力の軽減を図
り、農業生産性の維持及び農業経営の安定に資するもの
である。

(1) 施設諸元等
今回改修するトーツル沼切替排水路は、昭和35年に最
終補修を完了した排水路（L=684ｍ）で、素掘区間とＲ
Ｃフリューム区間（表-1 参照）からなる。
本報では、先行して施工を予定している第１工区（Ｒ
Ｃフリューム区間Ｌ=32ｍ）の各制約条件への対策の検
討状況について報告する。
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図- 1 宇遠別川地区の位置

河口から見たトーツル沼切替排水路

図- 2 地区概要図
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表- 1 水路断面・構造諸元
完成年次
設計流量
水路装工

昭和 35 年（現在 57 年経過）
Q1＝22.93m3/s（1/10 年確率洪水時）
Q2＝ 3.88m3/s（平水時）

凍害

現場打ちＲＣフリューム水路

陥没

写真- 1 水路天端の凍害、背面陥没状況
標準断面
(第１工区)

(2) 現況状況
本排水路改修計画の検討にあたり、現況施設の劣化進
行状況の把握を目的とし、平成 27 年度に現地調査を実
施した。調査では、断面欠損・鉄筋腐食状況及び水路背
面地盤の変状を確認した（図-3 参照）。
外観調査では、通水断面の狭窄や側壁傾倒、倒壊等の
変状は見られなかったものの、断面欠損があり、水路背
面部の吸出による地盤の陥没（写真-1 参照）が発見さ
れた。直接、通水機能には大きな障害とはならないが、
躯体の露出による凍害や剥離を助長させるおそれや背面
土流失による偏土圧作用による構造物の滑動安定性の不
足が想定された。また、構造機能に着目すると水路側壁
の付け根部の断面欠損、鉄筋腐食（写真-2 参照）はフ
リューム構造にとって致命的な損傷であり、早急な対策
を講じなければ水路側壁倒壊により、排水機能を失う懸
念があった（図-4 参照）。
鉄道

図- 4 フリューム水路性能低下概念図
(3) 改修工法の決定
現地調査結果を踏まえて以下のとおり改修工法を決定
した。
①排水路に隣接するトーツル沼の水位低下、低平耕作地
の湛水被害及び波浪時の河口閉塞を回避するため、改修
後の排水路断面形状、排水路勾配は既設諸元を踏襲する。
②既設排水路の劣化要因となった塩害への対策として、
海洋コンクリート（飛沫帯構造物の配合）の使用に加え
て流速による摩耗対策として水路内面の鉄筋被りを
1.5cm増厚（土地改良事業計画設計基準 設計「水路工」）
し、構造物の耐久性を確保する。
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図- 3 左岸側壁変状調査図（H27 調査結果）
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写真- 2 H27 調査により断面欠損
の増破、鉄筋腐食状態を確認

3. 各制約条件への対応

4. 各制約条件への対策

本排水路は網走国定公園内に位置し、沖合いはサケ・
マス定置網の漁場となっており、排水路河口付近は海岸
保全区域で、左右岸を保安林に挟まれている。
また、砂丘帯に形成された施工対象区間は排水路を横
過する鉄道の横断施設に接続しており、近接工事による
営業線への影響回避が必須である（図-5 参照）。
本排水路改修工事を実施するにあたり、対策が必要と
考えられる制約条件を以下に列記する（表-2 参照）。

本排水路は既設構造を踏襲したＲＣフリューム水路に
よる改修工法を採用する。
その一方、前述した既設構造物撤去、海岸仮締切り及
び鉄道盛土の仮設土留め等においては、各種法令や各関
係機関との協議条件等となる各制約条件への対策が必要
であり、特に近接構造物となる鉄道（営業線）への影響
回避が必須で、排水路改修工事全体として対応を検討し
ている。
以下に、各制約条件への対策の検討状況について記す。
(1) サケ・マス定置網漁への配慮
制約条件：定置網漁の期間は打撃系機械の海中振動伝搬
による漁への影響が懸念されたため、工事振動を最小限
に抑えるための対策が必要であった。
対策工法①（既設構造物取壊し）：本工事では工事振動
対策として、ブレーカーによる破砕に替えコンクリート
圧砕工法（ニブラ）を検討した（図-6 参照）。（ブレ
ーカーに比べて圧砕工法の振動レベルは約４割低減され
る。）
なお、無振動工法（ワイヤーソーイング工法など）に
ついては工程延期、コスト増大の理由から不採用とした。

図- 5 施工対象地点平面図
表- 2 各制約条件一覧表

各制約条件
国定公園
希少動植物・埋蔵文化財

◎河川海面(定置網)
◎海岸保全区域

◎鉄道

保安林
町道(工事占用)
施設管理者

・自然環境／・施工全般
・自然環境／・仮設工法
→4.(1)サケ・マス定置網漁へ
の配慮(工事振動)
→4.(2)海岸保全区域への配慮
(仮設材の海域への流失)

ブレーカー

圧砕機(ニブラ)

図- 6 振動防止対策工
対策工法②（仮設鋼矢板設置）：施工工程上、サケ・マ
ス定置網漁の最盛期と重なるため、海岸仮締切り及びＪ
Ｒ盛土の仮設土留め鋼矢板設置においては打ち込み振動
による漁への影響を配慮し、鋼矢板圧入工法（無振動工
法）を検討した（図-7,写真-3 参照）。

・仮設工法
→4.(3)近接構造物への配慮
a)鉄道敷地への影響
b)工事振動の影響
c)地盤変動の影響
・自然環境／・仮設工法
・仮設工法
・施設構造

注）表中の◎は本報で報告する項目を示す。

図- 7 鋼矢板圧入工法概念図
Naoyuki Seino, Kouichi Obata, Yasuyuki Matsubara

対策工法：本施工において必要な土留めは２方向であ
り、切梁方式は適用できない。また、アンカー方式に
よる土留め工法はアンカーの必要長により鉄道敷地に
干渉（図-9 参照）するため、本施工では水路敷地内で
の施工と本施工の掘削深さに適用可能な控え壁式自立
鋼矢板工法を検討した。
※控え壁式自立鋼矢板工法は自立式土留壁背面側を鋼
矢板で支え、自立性を高める技術であり、掘削側の作
業空間を確保する事で構築物の施工性を高め、安全性
と品質向上の実現に効果を発揮する工法である（図-10,
図-11,写真-4 参照）。
写真- 3 鋼矢板圧入工法施工事例
(2) 海岸保全区域への配慮
制約条件：河口改修を伴う本工事では施工期間中の波浪
や高潮による仮設道路盛土及び仮設資材など、海域への
流失防止対策が必要であった。
対策工法：摩擦抵抗による抜け防止効果が高い鋼矢板に
よる海岸仮締切り工を検討した。なお、施工工法につい
ては前項に示すとおり、サケ・マス定置網漁への影響を
配慮し、鋼矢板圧入工法（無振動工法）を検討した（図
-7,写真-3 参照）。
図- 9 仮設土留め工法検討図
(3) 近接構造物（鉄道）への配慮
本排水路に交差する鉄道の横断施設は、アーチカル
バート本体と上下流の接続水路から構成されている
（図-8 参照）。
排水路改修区間に鉄道横断施設が接続し、近接工事
となるため、鉄道敷地への干渉や工事に伴う振動、軌
道線（営業線）の沈下や基盤盛土の地盤変位などによ
る影響が懸念された。

切梁式鋼矢板工法

控え壁式自立鋼矢板工法

図- 10 仮設土留め工法比較図
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図- 8 鉄道横断施設側面図
a) 鉄道敷地への影響
制約条件：本改修工事の施工区域は水路敷地内とし、鉄
道敷地への干渉を回避する必要があった。
また、鉄道横断施設との接続部施工において仮設掘削
深さが6.2ｍ必要であり、自立式鋼矢板の適用範囲（掘
削深さ4m以下）外となるため、切梁式鋼矢板やアンカー
方式等による仮設土留め工法を選定する必要があった。
Naoyuki Seino, Kouichi Obata, Yasuyuki Matsubara
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図- 11 控え壁式自立鋼矢板工法
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対策工法②（地盤変位の観測）：鋼矢板引き抜き施工時
には土留部材引抜同時充填工法による営業線への影響対
策を講じる他、施工時には仮設土留め設置後の鋼矢板頭
部変位や掘削・埋戻し時などの影響による地盤沈下、流
動が生じるおそれがある作業工程については、鉄道敷地
付近での地盤変位の計測管理（僅かな地盤変状に対応）
を実施し、営業線への影響を未然に回避する。

控え壁
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写真- 4 控え壁式自立鋼矢板工法施工事例
b) 鉄道横断施設に対する工事振動の影響
制約条件：仮設土留め鋼矢板施工にあたり、鉄道横断施
設及び基盤盛土への工事振動による営業線への影響を回
避する必要があった。
対策工法：前述したサケ・マス定置網漁への影響も含め
て、振動による鉄道横断施設への影響に配慮して鋼矢板
圧入工法（無振動工法）を検討した（図-7,写真-3 参
照）。
c) 鋼矢板引き抜き跡による地盤変動の影響
制約条件：施工地点が砂丘帯にあり、鋼矢板施工範囲は
全て砂地盤である。このため、水路本体の施工完了後に
撤去される仮設鋼矢板の引き抜き跡（空隙）が発生原因
となりうる地盤沈下や流動変位などによる鉄道（営業線）
への影響を回避する必要があった。
対策工法①（地盤変動の抑止）：鋼矢板引き抜き跡の地
盤変動を抑止する工法として、矢板の引抜きと同時に充
填材を注入する土留部材引抜同時充填工法（図-12,写真
-5 参照）を検討した。
①.3 枚目に注入管設置
②.矢板引き抜き(1 枚目)

充填材注入管

◆充填材注入管設置状況

充填材

◆充填完了状況(鋼矢板引抜後)

④.矢板引き抜き(2 枚目)
⑥.矢板引き抜き(3 枚目)

硬化した充填材

③.②と同時に 1 枚目に充填材注入
⑤.④と同時に 2 枚目に充填材注入

◆充填材掘出状況(試験確認)

⑦.⑥と同時に 3 枚目に充填材注入(注入管撤去)

写真- 5 土留部材引抜同時充填工法

5. おわりに
本報告は、排水路工事実施に向けての各制約条件への
対策の一部で、事前検討中のものであり、また、本報告
以外にも、希少動植物への配慮等の制約条件もある。今
後、全ての制約条件に対して、最良の対策を検討し、現
場条件等に対応した工事施工に繋げていきたい。
図- 12 土留部材引抜同時充填工法概念図
Naoyuki Seino, Kouichi Obata, Yasuyuki Matsubara

