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平成28年8月出水対応を踏まえた
水防拠点の整備検討について
―同時多発的な災害にも耐えうる拠点整備に向けて―
帯広開発建設部 帯広河川事務所

○舘野 奈々
岩井 真央
永木 剛史

平成28年8月の出水により、帯広河川事務所管内（以下｢管内｣という。）では堤防決壊が3箇
所発生する等、甚大な被災を受けた。応急復旧時には、必要な水防資材に対して、管内の備蓄
分だけでは不足が生じたため、管外からの搬入を余儀なくされた。そこで、帯広河川事務所で
は、出水での被災及び対応状況を踏まえ、同時多発的な災害の発生を想定し、それに耐えうる
拠点箇所や備蓄資材等の検討を行っている。本論文では、その検討事例について報告する。
キーワード：防災、危機管理、災害復旧、水防拠点

1. はじめに
平成28年8月17日から23日の1週間に3個の台風が連続
して北海道に上陸し、さらに29日から31日にかけて再び
接近した台風の影響により広い範囲で大雨になり、道内
各地で甚大な被害が発生した。管内では急流河川を中心
に低水路の蛇行や拡幅、河岸侵食が各所で発生し、侵食
の進行により堤防が決壊に至るケースなど、同時多発的
な被災が各所で発生した(図-1参照)。そのため、各所で
水防備蓄資材を用いた緊急復旧工事や河岸侵食箇所の応
急対策工が実施された。しかし同時多発的な被災に対し
て管内の備蓄量では不足が生じ管外から資材を搬入し対
応に臨むことになり、同時多発的な災害に対する備蓄量
の考え方や水防活動の迅速性に対する課題が明らかにな
った。
近年、全国各地で雨の降り方が局地化、集中化、激甚
化しており集中豪雨や台風等による被害が相次いで発生
している。これらを踏まえ本論文では、平成28年8月出
水の水防活動対応状況を踏まえ、同時多発的な災害に耐
えうる、水防拠点整備に向けて見直し検討を行うに当た
っての基本方針を報告する。

2. 水防拠点の各種諸元整理
(1)平成28年8月出水時点の水防拠点計画概要
水防拠点箇所及び水防拠点備蓄資材の見直し検討を実
施するにあたって、平成28年8月出水時点での既往の水
防拠点計画及び、水防拠点備蓄資材計画について整理す
る。
管内の水防拠点は平成19年に水防拠点配置計画及び水
Nana Tateno, Mao Iwai, Takeshi Nagaki

図-1 被災箇所図

防関連施設の計画を行い、また平成23年9月出水の被害
を水防拠点計画に反映させるなど､経年的見直しを行っ
てきた。これまでの計画では水防拠点候補地に7箇所が
選定されており、平成28年8月の出水前までにおける管
内の水防拠点は士幌地区、下士幌地区、東帯広地区の3
箇所が整備されている。水防拠点候補地の選定にあたっ
ては、人口が集中する地域や資産の多い地域、堤防決壊
時の浸水規模が大きい箇所、他の拠点との距離バランス
を踏まえ、各水防拠点の受け持ち区間を市町村界、災害
協定会社（以下｢協定会社｣という。）が受け持つ災害時
緊急調査及び応急復旧区間なども考慮し設定されている。

なお、既往の計画では受け持ち区間が左右岸に跨がる区
域も存在している。
既往の計画では必要備蓄資材の算定を、過去の被災実
績や堤防決壊時における緊急対策シミュレーションを実
施しその結果に基づき、各受け持ち区間で決壊時の土量
(＝決壊幅×堤防断面積)が最大となる箇所を選定し、そ
の箇所を対象とした緊急対策工の必要資材量を算定して
いる。また、受け持ち区間内の被災箇所数は1箇所を想
定し、これに対応可能な備蓄資材量を計画している。
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急復旧が2箇所に加え、複数箇所において河岸の侵食防
止のための応急対策工が実施され、既往の計画における
同一受け持ち区間内で同時多発的な災害に対する対応が
必要となった。
b) 堤防決壊箇所の緊急復旧工事
管内では、音更川左岸KP21.2、札内川KP25.0、札内川
KP40.5の計3箇所にて堤防決壊が発生した。被災箇所の
緊急復旧は、荒締切工を実施せずに仮堤防に着手した。
仮堤防は、被災箇所が礫質土を主体とした地盤条件であ
ったため、また緊急性や迅速性を考慮し、鋼矢板二重締
切工ではなく｢土堤｣により行った。
c) 河岸侵食箇所における対応
応急対策工については、河岸侵食箇所に根固めブロッ
ク投入を実施した。ただし、河岸侵食が多数発生したこ
とにより備蓄していた根固めブロックに不足が生じたた
め、早急に対応を要する箇所については代替工法として
木流し工や大型土のう投入を行い対応した。
根固めブロック投入
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図-2 既往検討における受持区間の考え方

3. 平成28年8月出水での対応状況
(1)被災及び対応状況
平成28年8月出水時には十勝管内全体で甚大な被害が
発生した。管内における被災としては、河岸侵食及びそ
の進行による堤防決壊などがあり、水防・復旧活動には、
河岸侵食の進行を抑制させるための根固めブロックの投
入や、堤防決壊に対する仮堤防の施工等が実施された。
以下、緊急復旧工事、河岸侵食箇所における対応につい
て概説する。
a) 同時多発的な災害への対応
管内の被害については、堤防決壊による緊急復旧が音
更川で1箇所、札内川で2箇所実施された。また、河岸侵
食防止のための応急対策は十勝川、音更川、札内川で多
数実施された。特に中札内地区では、堤防決壊による緊
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木流し工

写真--1 応急対策工状況写真

(2)備蓄量に対する使用資材量
堤防決壊箇所の仮堤防は土堤により実施された。土堤
築造のための土砂は、洪水時の非常用として備蓄されて
いる第二種側帯が資材運搬車両の待避所として利用して
いた等の理由で採取が困難であり、また緊急性を考慮し
備蓄土砂ではなく大半が購入土にて行われた(図-4参照)。
また、河岸の侵食拡大防止として使用した根固めブロッ
クは、使用量に対する備蓄資材量が49％であり約2500個
不足する結果となった(図-5参照)。
応急復旧堤(土堤)の土砂供給先
全体使用量：V=44,897m3

備蓄材 1%
(400m3)

購入材 99%
(44,497m3)

購入材

備蓄材

図-4 仮堤防（土堤）の材料供給先
使用量
全体使用量：N=5,007個

供給先
全体使用量：N=5,007個

図-6 橋梁渡河制限及び通行止め箇所図
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Q.交通網途絶(H28.8出水時)による運搬作業への影響
回答者：災害復旧工事に従事した施工業者(7社)
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図-5 応急対策工(根固めブロック)の使用量と材料供給先

応急対策工を行った協定会社への聞き取り調査によると
木流し工や大型土のうで対応した箇所は根固めブロック
の不足による代替工法で実施されており、これらの代替
工法によって実施された箇所を根固めブロックで対応し
ていた場合の不足数は相当数に達すると考えられる。
(3)資材供給ルート状況
当該出水では、十勝川右岸と札内川左岸に囲まれた地
区（清水町、芽室町、帯広市、中札内村）の中小河川で、
堤防決壊、河川の氾濫が発生し、これに伴って各所で浸
水や多数の道路、橋梁、鉄道が被災を受け落橋等による
通行止めが多数発生しその結果、迂回を余儀なくされた
(図-6参照)。また、協定会社への聞き取り調査の結果で
は、工事箇所にもよるものの、通常よりも片道約30分～
60分程度の運搬時間を要しており、迅速な水防活動や応
急復旧が求められる中、通行止めの影響による迂回でタ
イムロスが発生したため、落橋や通行止めリスクを考慮
した災害対応が望まれる結果となった。
Nana Tateno, Mao Iwai, Takeshi Nagaki

5社

迂回等はあったが運搬作業自体に影響は無かった
特に影響は無かった

図-7 交通途絶による影響

写真-2 道路浸水状況(帯広市伏古別川周辺)

4. 対応状況からみる今後の課題整理
既往の計画検討及び平成28年8月出水の対応状況を踏
まえ、今後水防拠点を計画する上での課題を抽出する。
(1)同時多発的な災害への対応
既往の検討では、各受け持ち区間内における堤防決壊
箇所は1箇所として水防拠点の配置計画や備蓄資材が整
理されている。しかし、中札内地区では堤防決壊が2箇
所、複数箇所において河岸侵食防止のための応急対策工
が実施され、同一区間内で同時多発的に災害が発生した。
そのため同時多発的な災害にも耐えうる水防拠点の増設
や備蓄資材量の見直しが必要であると考えられる。
(2)通行途絶リスクへの対応
当該出水においては、落橋や浸水による通行止めの影
響で、資材運搬の際に大幅な迂回が発生した。既往の計
画では、受け持ち区間が左右岸に跨がる区間もあり、落
橋等による渡河制限、周辺道路の途絶による資材供給時
のリスクの想定が不十分であった。今後見直し検討を行
うにあたっては、道路の途絶や渡河制限による資材供給
リスクの低減を目的とし、受持区間を単独計画にするの
ではなく、他区間との多重化や運搬距離の低減を視野に
入れた水防拠点の配置や受け持ち区間の見直しを考える
必要がある。
(3)備蓄資材量の見直し
出水対応にて明らかとなった各備蓄資材計画について
の課題を整理する。
a) 根固ブロックの備蓄について
既往の計画では根固めブロックの備蓄量は、堤防決壊
時に緊急復旧の荒締切工に使用する数量を想定しており、
河岸侵食に対する備蓄は行っていない。一方、当該出水
では堤防決壊箇所における荒締切工は未実施であったが、
河岸侵食が管内で多数発生したため根固めブロックが多
数使用され、管内の備蓄量では不足が生じて代替工法と
して木流し工、大型土のう投入を実施することとなった。
以上の対応実績より、今後の根固めブロック備蓄量の検
討をするにあたり、管内における急流河川や土砂移動を
伴う蛇行河川に対する河岸侵食など被災の特性を踏まえ
た対策として、根固めブロックの備蓄量を増やす必要が
ある。
b) 仮堤防に対する土砂の備蓄
これまでの計画による備蓄土砂は、荒締切工と仮堤防
に使用される中詰め土を対象に土量を算定している。し
かし、当該出水において堤防決壊が発生した箇所は、全
箇所で土堤による仮堤防が行われた。鋼矢板二重締切工
を採用しなかった理由としては、被災箇所の基礎地盤が
礫質土を主体としたものであり鋼矢板の打設が困難であ
ったことが挙げられた。平成28年被災対応実績及び管内
の土質状況から、今後も土堤による仮堤防が行われると
想定されることから、備蓄土砂は土堤による土砂量を考
慮する必要がある。
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写真-3 土堤による仮堤防(音更川左岸KP21.2)
平成28年8月出水では、仮堤防の土堤に必要とされる
土砂は大量である反面、側帯は1箇所当たりの備蓄土量
が少なく、さらに重機の手配や作業ヤードの確保、また
側帯の土質が不明といった等の理由により、側帯土砂は
採用とは至らなかった。今後は第二種側帯の災害時の有
効活用方法について検討する必要がある。

5. 水防拠点等の見直し検討の基本方針
平成28年8月出水による災害対応状況とこれまでの計画
を比較し抽出した課題により、水防拠点計画の見直しが
必要となった。ここでは、抽出された課題を踏まえた水
防拠点計画を立案するにあたり基本方針及び設定条件を
以下にまとめた。
(1)管内ブロックの設定
水防拠点配置、備蓄資材量等を検討していくにあたり、
管内の流域を4ブロック(A～D)に分割した(図-8参照)。4
ブロックに分割した理由は、平成28年の対応実績を踏ま
え、十勝川、札内川、音更川にかかる橋が落橋した事態
でも渡河せずに被災箇所へ迅速に資材運搬を可能とする
ためである。
Cブロックについては、戸蔦別川、ペケレベツ川、芽室
川、芽室川などの中小河川での災害に起因した交通障害
の発生が今後も懸念されることから、さらに支川の渡河
条件も追加して更にC-1～4の4ブロックを追加した。
(2)水防拠点の見直し検討の基本方針
管内ブロック内における水防拠点箇所を計画するため
の基本方針を以下に紹介する。
a) 水防拠点の多重化
既往計画では各受け持ち区間における堤防決壊箇所を
1箇所と想定し、水防拠点の配置や資材の備蓄計画が整
理されていた。平成28年8月出水では同一受持区間内で
の同時多発的な災害、また落橋や道路の浸水による通行
止めの影響による渡河制限が発生した。これらを踏まえ
受持区間の単独計画ではなく、他区間との多重化や資材
運搬にかかる距離、材料供給リスクの低減を目的とし、

1ブロックあたり2箇所以上の拠点を設定する。
b) 同時多発的な被災を想定した備蓄資材量の整備
同一ブロック内で、堤防決壊や河岸侵食等の被災が複
数箇所発生した場合を想定した備蓄資材量の確保を行う。
①根固めブロックについて
既往の計画では、根固めブロックの備蓄量は、荒締切
工に使用されるブロックのみを対象としている。しかし
平成28年8月出水では、これまでの計画では、想定され
ていなかった河岸侵食防止のための応急対策工に多くの
根固めブロックが投入された。そのため、根固めブロッ
クは荒締切工に必要な量に加え河岸侵食防止のために使
用する量の確保も行う。
②備蓄土砂について
平成28年8月出水時点では、備蓄土砂量は主に鋼矢板
二重締切工に使用される中詰土を対象としているが、出
水時には被災箇所の地盤状況から土堤による仮堤防が実
施された。今後も土堤が採用される可能性が大きいこと
から、鋼矢板二重締切工の中詰土の他に土堤築造に必要
な土量の備蓄を行う。
c) 作業効率を考慮した拠点配置
ブロック内における整備済の拠点との配置バランスや、
拠点間の移動距離を等を考慮する。また、同時多発的な
災害においても資材の積み込み運搬が煩雑にならないよ
う、堤防決壊時の緊急復旧に用いられる資材、土堤に用
いる土砂を備蓄する土砂置場、河岸侵食防止のための応
対策工に使用する根固めブロックを備蓄するブロック置
場等目的別に設定し、分散して配置するなど、災害時の
作業効率を考慮した配置を行う。
d) 河川敷地の考慮
河川敷地に余裕があり水防拠点として必要スペースが
確保可能な箇所を抽出する。候補地抽出においては、河
川敷地幅の確保(20m程度以上)、河川敷地占用及び支障
物、進入の可否、以上の3つの条件から一次抽出箇所を
選定する。さらにその中から、洪水時における浸水想定
区域を考慮した進入の可否、霞堤箇所の氾濫区域を考慮
した用地確保の可否という条件を与え候補地抽出を行う。
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図-8 拠点ブロック分割図

6. 今後の整備にむけて
平成28年8月出水では、堤防決壊、河岸侵食など各所
で同時多発的に被害が発生し、緊急復旧、応急対策工に
多くの備蓄資材が投入された。近年の気候変動等に伴う
水害の頻発・激甚化を踏まえると、水防活動の迅速化や
備蓄資材の充実は急務であり、早急な対応が必要となる。
帯広河川事務所では、平成28年8月出水の対応を踏ま
え、洪水時の効率的かつ円滑な水防活動の場として整備
する水防関連施設の検討及び設計を行っており、そのた
めの基本方針を本論文にて報告した。今後は、今回報告
した水防拠点の見直し検討の基本方針を踏まえ、これま
での水防拠点計画の改定を行い、水防拠点箇所、河岸侵
食抑制のための根固めブロック、土堤による仮堤防築造
のための備蓄土砂の配置、必要資材量など、災害時の確
実かつ迅速な資材供給のための水防関連施設の整備に向
けた検討を進める予定である。

