
堤防決壊時における氾濫流がある中での緊急締切工事等の事例紹介（その1）

前田　俊一　　島田　友典

１．はじめに

　平成27年の鬼怒川の洪水1）、平成28年の北海道・東
北の洪水2），3）、そして平成29年も7月の九州北部の洪
水4）と、近年、非常に深刻な水害が毎年のように発生
しており、気候変動の影響により水害が激甚化してき
ているように思われる。特に平成28年8月には、1週間
に3個の台風が北海道に上陸（1年に3個の台風の北海
道上陸は観測史上初めて）した後に、台風10号が観測
史上初めて太平洋側から三陸地方に上陸したこともあ
り、多くの方が気候変動を実感したものと思われる。
　平成28年8月の北海道における豪雨災害に対しては、
国土交通省北海道開発局と北海道が共同で、「平成28
年8月北海道大雨激甚災害を踏まえた水防災対策検討
委員会」を設置し、平成29年3月には「今後の水防災
対策のあり方」5）がとりまとめられている。この「あ
り方」には、「今回の北海道大雨激甚災害により、気
候変動の影響による水害の激甚化の予測と懸念が現実
になったものと認識すべきである」、「新たな対策を
講じなければ、治水の安全度が低下することとなり、
これまで整備されてきた堤防等の治水施設が洪水に対
して対応できる能力も低下し、激甚な災害の頻発が避
けられないという、これまで経験したことのない困難
な時代を迎えている」との文言が記載されており、気
候変動による水害の激甚化に対する警鐘を鳴らしてい
ると言えよう。
　このように水害の激甚化が次第に現実のものとなり
つつある中で、堤防決壊が今後増加することが懸念さ
れるが、北海道開発局と寒地土木研究所寒地河川チー
ムでは十勝川千代田実験水路6）等を用いて越流による
堤防決壊拡幅のメカニズム等に関する研究を実施して
いる。平成26年度からは、堤防決壊後に河川水が氾濫
して堤内地に流入している状況で、決壊口＊1を早期に
締め切る技術の開発・研究を行っている7），8），9）。こ
れまで決壊口の締切については、洪水後に河川水位が
十分に下がり氾濫が収まってから実施される場合がほ

とんどで、氾濫中に決壊口の締切工事を実施した事例
は、昭和56年8月の台風15号出水による小貝川の堤防
決壊事例10）等、数える程度しか存在しない。氾濫中
の締切工事の実施事例が少ない理由は現場条件が厳し
いからであり、作業の安全性等を考慮すると、洪水が
収まってからの実施にならざるを得ないと判断した事
例が多かったためと思われる。しかしながら、堤防決
壊による氾濫が発生している状況においては、早い段
階で締切工事に着手して総氾濫ボリュームを少しでも
低減することができれば、それに応じて洪水被害も減
少し得る。このため、仮に悪条件（例えば、悪天候、
夜間、周辺の大半がアクセス道路を含めて浸水、河川
水位が堤防天端付近にあり堤体がほぼ飽和、決壊口の
流れが高速等）が幾つか重なった場合には氾濫中の締
切が困難だとしても、条件が比較的厳しくない場合に
は、氾濫中に効率的に締切を行うことのできる技術の
開発が求められている。また、平成28年のように1週
間に3個の台風が北海道に上陸した実績を考慮する
と、早期の締切は次の洪水に備えるという意味でも極
めて重要である。このため、寒地河川チームでは、重
機を用いた効率的な締切手法の検討を行いつつ、実際
の現場での堤防決壊時のオペ－レーションに関する情
報を収集している。
　本技術資料は、寒地河川チームが収集した最近の堤
防決壊時における氾濫流がある中での緊急締切工事に
加えて、施工内容がそのような緊急締切工事に類似し
ている低水路内の主流路の切替に伴う締切工事の事例
を紹介するものである。紹介する事例数は7つにすぎ
ないが、各事例について関係者への聞き取り調査を行
うとともに、関連する写真や図等も収集した上で、あ
る程度詳しく施工の状況を紹介している他、各事例に
ついての考察、さらには、全ての事例を俯瞰した総合
的な考察及びまとめ等も記載したため、かなりのペー
ジ数の技術資料となった。このため、技術資料を3つ
に分割して、以下の内容で、平成30年4月号から6月号
までの3号にわたって連載する予定である。
4月号：堤防決壊時における氾濫流がある中での緊急

締切工事の事例紹介及び各事例に関する考察＊1 堤防決壊により氾濫流が流出している箇所

技術資料
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写真－2　仮堤防築造、仮設道路及び小堤防築造の位置関係

（9月3日撮影　北海道開発局提供　一部加筆）

 図－1　金山ダムの流入・放流量11）

 写真－1　空知川の氾濫状況

（8月31日16:10撮影　北海道開発局提供　一部加筆）

5月号：低水路内の主流路の切替に伴う締切工事の事
例紹介及び各事例に関する考察

6月号：全事例を俯瞰した総合的な考察及びまとめ
　また、分割前の技術資料の全編は寒地河川チームの
ホームページに後日掲載する予定である。
　本技術資料が、河川管理者や災害協定業者等の堤防
決壊後の緊急復旧工事に携わる方に対して、参考にな
れば幸いである。

２．堤防決壊時における氾濫流がある中での緊急締切

　　工事の事例

　本章では、氾濫流がある中で堤防決壊箇所を締め切
った近年の4河川での事例を紹介する。河川の規模、
決壊口の延長、水理条件（流速、水深等）及び決壊口
へのアクセスの容易さ等の現場条件並びに重機や資材
の調達環境が様々であったことから、具体の締切手法
も結果として様々なものになっている。

２．１　空知川

２．１．１　洪水及び堤防決壊の概要

　前線と台風10号の接近に伴う平成28年8月29日から
の大雨により、31日の深夜から未明にかけて北海道空
知郡南富良野町の幾寅地区では、空知川の堤防が2箇
所決壊し（写真－1　以降それぞれを「上流（決壊）
箇所」と「下流（決壊）箇所」と記載）、小支川の氾
濫と相まって約130ha2）が浸水し、多くの家屋浸水や
農地冠水等により甚大な被害が生じた。この洪水で幾
寅地区の直下流に位置する金山ダムでは、計画高水流
量（1,000m3/s）を超える既往最大の約1,600m3/sのダ
ム流入量を記録している（図－1）。なお、上流箇所の
決壊原因については、越流の痕跡が見られたこと等か
ら越流によるものと推定されているが、侵食が堤防に
及んだ可能性も否定できないとされている11）。また、
下流箇所の決壊原因については、目撃者の証言や目撃
者の撮影した写真から、主に上流決壊箇所から流下し
てきた大量の氾濫水による堤内から堤外への越流によ
るものと推定されており11）、結果として、下流箇所の
決壊後には、上流決壊箇所からの氾濫水の多くが下流
決壊箇所から空知川に戻ったことになる。なお、これ
らの決壊箇所周辺の堤防は完成堤（天端幅4.0m、法勾
配2割）である。また、この付近の川幅（左岸堤防の表
法肩～右岸無堤部の河岸の肩）は平均100m程度、河床
勾配は1/180程度である。最終的な決壊幅は、上流箇
所で約300m、下流箇所で約150mであった。

２．１．２　上流決壊箇所の締切工事の概要

　空知川上流決壊箇所（施工延長約300m）での緊急
復旧工事では、工事初日（9月1日）に仮堤防築造のた
めの仮設道路造成と並行して、氾濫流がある中で小堤
防築造による締切工事が実施されている。仮堤防、仮
設道路及び小堤防の位置関係は写真－2のとおりであ
る。緊急復旧工事に着手した9月1日の早朝時点で河川
の流量はかなり減少しており（図－1）、氾濫流量もそ
れに応じて減少していた。また、上流決壊箇所からの
氾濫水の大半は下流決壊箇所から空知川に戻っていた
ので、早期に氾濫を止めても浸水被害の軽減は期待で
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きない。しかしながら、①高水敷が侵食によって流出
してしまっていたため、低水路からの氾濫がなかなか
止まりそうにないこと、②上流側決壊箇所の氾濫を止
めないことには下流側決壊箇所の工事に着手できない
こと、③台風12号の接近による天候の悪化が懸念され
ており、空知川の流量が増える可能性があることか
ら、仮堤防の築造に先立ち、小堤防の築造による決壊
口の締切作業が行われた。
　小堤防の築造が決定された時点で仮堤防築造のため
の決壊箇所への仮設道路（堤防天端を含む）は整備中
で、決壊箇所周辺には氾濫によって土砂が堆積してい
たため、トラフィカビリティの問題からダンプ等によ
る締切資材の搬入は不可能であった。このため、バッ
クホウが水の引いた箇所を通って決壊箇所に到達し、
氾濫流のある中で地耐力を確認しつつ、洗掘による深
掘箇所を避けながら周辺の土砂を寄せ集め、上流側か
らの片押し作業で在来堤防よりも少し堤内側に小堤防
を造成し、9月2日0時には氾濫を止めることができた。
写真－3を見ると、小堤防の法線が深掘箇所を避ける
ために不自然に曲がっていることがわかる。また、小
堤防は、仮堤防が完成するまでの短期間氾濫を防ぐも
のであるため、必要最低限の大きさとし、バックホウ
が載ることのできる天端幅としていた（写真－3）。

写真－3　小堤防の法線と標準断面図

（9月2日撮影　北海道開発局提供　一部加筆）

定の地耐力があり、バックホウで作業ができたこと、
②堆積していた砂礫主体の土砂の水切れが良く、盛土
材料としてそのまま活用できたこと、③氾濫流量がか
なり減少していたために氾濫流の流速が大きくなく、
周辺に堆積した土砂の盛土でも氾濫流で流出せずにす
んだこと（割石やブロック等の重量のある資材を用い
なくてもよかったこと）である。①及び②は河床材料
が砂礫主体となっている河川の最上流部の河床材料の
特性を活用しており、③は、河川の最上流部であるが
故に、ピーク後の洪水流量の低減が早く、それに応じ
て氾濫流量の減少も早いという特性を結果として利用
したことになる。ちなみに、堤防決壊の図上訓練で
は、トラック等でブロック等を運搬して決壊口に投入
する方法を想定しているケースが多いと思われるが、
この事例のように現場条件によっては、重量のある締
切資材を調達せずとも、現地の材料だけで締め切るこ
とができる場合もあることに留意すべきである。
（２）深掘箇所を回避した施工

　施工ボリュームを減らすために、地盤の高いところ
で締切を行うことが締切作業の原則であり、一般的な
適用例としては、落掘＊2を避けるように荒締切＊3の施
工法線を決めることがあげられるが、空知川では、深
掘箇所を避けながら現実的な小堤防の位置を決めるこ
とのできたことが非常に大きい。このような地盤高を
考えた締切作業は多くの現場で考えるべきことであ
る。

２．２　柴山沢川

　平成28年の洪水では、空知川以外にも常呂川水系の
柴山沢川で氾濫水が引かないうちに締切工事が実施さ
れているので紹介する。なお、柴山沢川では空知川と
異なり、締切資材として大型土のうや砕石等の資材を
調達して工事を行っている。また、空知川の決壊箇所
が直轄管理区間であったのに対し、柴山沢川の決壊箇
所は2条7号区間（背水区間）であったため、川の規模
は空知川よりもかなり小さい。また、決壊口での流速
は小さかったものの、特に締切工事の初めの段階では
水深が比較的大きい中で作業が行われている。
２．２．１　洪水及び堤防決壊の概要

　北海道北見市常呂町の日吉・福山地区では、台風11

＊2 決壊口からの氾濫流によって周辺の地盤よりも深く掘
り込まれて窪地になった箇所
＊3 氾濫流量の低減や決壊口の閉塞を目的に実施される工
事（荒締切工）によりつくられる仮設構造物

２．１．３　緊急締切工事に関する考察

　ダンプ等による締切資材の搬入は不可能であったに
もかかわらず、空知川での締切作業が無事終了した要
因としては、以下のことが考えられる。
（１）河川の最上流部である現場特性を最大限に活用

　締切作業が円滑に進んだ理由の一つとして、堤防決
壊箇所が空知川の最上流部に位置するという現場特性
を最大限に活用したことがあげられる。具体的には、
①決壊口周辺には砂礫主体の土砂が堆積しており、一
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号に伴う豪雨によって平成28年8月20日から8月21日に
かけて常呂川の水位が計画高水位を大きく超えた結果
（図－2）、本川堤防からの越水による堤防法崩れや支
川2箇所（柴山沢川、東亜川）における堤防決壊が発
生し、外水及び内水の氾濫によって約400ha12）が浸水
し、死者も1名発生した。
　柴山沢川では、8月21日の未明から早朝にかけて2条
7号区間上流端近傍の左岸堤防が約100m12）にわたっ
て決壊し、常呂川本川右岸堤防との間の約71ha12）が
浸水した（写真－4）。決壊箇所は一般道の終点から
柴山沢川の堤防天端を30mほど下流に進んだ地点であ
る（写真－4）。堤防決壊の原因については、常呂川の
背水が原因の越水によるものと推定されている12）。決
壊箇所周辺の堤防は完成堤（天端幅5.0m、法勾配2割）
である。また、この付近の川幅（左岸堤防の表法肩～
右岸無堤部の河岸の肩）は約20m、河床勾配は約1/100
である。写真－5は決壊から数時間が経過した時点の
決壊箇所の状況で、写真－6は緊急締切の完了時点の
状況である。締切工事に大型土のう、砕石、ブルーシ
ート、敷鉄板等を使用したことがわかる。
２．２．２　締切工事の概要

　柴山沢川の決壊箇所が常呂川の背水区間に位置して

いることから、理論上は、堤内地の湛水位が常呂川の
水位（常呂川の柴山沢川合流点水位）に至るまで氾濫
水が流入し、堤内地の水位が常呂川の水位と等しくな
った時点で氾濫水の流入が停止したことになる。おそ
らくは決壊後比較的短時間の内に氾濫水の流入は収ま

写真－5　柴山沢川の堤防決壊（8月21日11:20撮影）

写真－4　柴山沢川の氾濫状況（北海道開発局提供　一部加筆） 写真－6　柴山沢川の緊急締切完了（北海道開発局提供）

図－2　太茶苗観測所観測水位変動時系列13）（太茶苗観測所の位置は、柴山沢川の常呂川合流点から下流に約2kmの地点）
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った。このため、現場近くで資材の仮置きヤード兼大
型土のう製作ヤードとして使うための土地を借りた
（写真－7）。この土地は以前に別の工事で借りたこと
があり、所有者も把握していたのですぐに借りること
ができた。なお、決壊箇所周辺の道路も浸水で至る所
が通行止めになっており、工事着手時点では資材の運
搬は山の中を通る大回りの1ルートしか無かった。

　以降、関係者への聞き取り調査結果をもとに、締切
工事の概要を対話形式で記載する。聞き取り調査の対
象は河川管理者である北海道開発局網走開発建設部北
見河川事務所と、締切工事を担当した建設会社であ
る。ここでは主に現場での具体的な締切工事の状況を
紹介することが主目的のため、以降、建設会社の現場
代理人の方のお話を中心に記載する。

Ｑ：工事着手前後の状況を教えて下さい。
Ａ：堤防が決壊した8月21日の夜に北見河川事務所か
ら仮堤防の標準断面図が示されたので、8月22日から
工事に着手できるように必要な資材や人員の調達を大
至急行った。18日にも台風７号による大雨で常呂川が
HWLを超えており（図－2）、常呂川の水位がまだ十
分下がらない内に台風11号が接近していたため、今回
も常呂川の水位がかなり上昇するだろうとの予測をも
とに、河川事務所から各災害協定業者に対して、小型
土のうや大型土のうの製作が早めに指示されていた。
したがって、各災害協定業者はある程度の数の大型土
のうを堤防決壊前に用意しており、当然、我が社も用
意していたが、それだけでは数が足りなかったので、
隣の網走川の水防拠点で別の災害協定業者が製作した
大型土のうも柴山沢川に運び込んだものの、依然とし
て数が足りず、大型土のうは追加で製作することにな

5.0m

4.
0m

Ｑ：当時は周辺で多くの災害が発生していたので、作
業員の方や資材等を含めて協力業者の確保には苦労し
ませんでしたか？
Ａ：18日に常呂川でのHWL超えがあったことから、
協力会社として頼りにしていた建設会社やリース会社
には、夜間を含めていつでも対応できるように予めお
願いしていた。ただし、同時多発的に災害が発生して
いたので、協力会社も作業員等を集めるのには苦労し
たようだが、予め依頼していなかったら、もっと苦労
したかもしれない。なお、当時は、人の確保だけでは
なく、食事の確保も大変だった。付き合いのある仕出
し屋の弁当だけでは十分な食事の量を確保できず、コ
ンビニを何件もまわって弁当をかき集めたほどだった。

Ｑ：締切作業はどのように進めましたか？
Ａ：22日の朝から重機や資材を運び込んだ後に、大型
土のうや砕石の決壊口への投入を開始した。投入を開
始した時点で水位はHWL程度だった。決壊口の上流
側から、基本的には最初に仮堤防の両端において大型
土のうの積上を先行させて、後から大型土のうの間に
砕石を投入するという流れである。しかしながら、決
壊口の最上流端付近は相当深掘れしていたため、土の
うを投入しても深みに沈んで消えて無くなっていく状
況で、なかなか締切作業が前に進んでいかなかった。

り、その後は徐々に常呂川の水位が低下していったた
め（常呂川の本川水位のピークは図－2に示すように8
月21日の0時頃）、堤内地の氾濫水もそれに応じて
徐々に自然排水されていったと推定される。したがっ
て、堤内地の浸水面積や浸水深も自然排水量に応じて
徐々に減少していったと考えられ、決壊口を早期に締
めても浸水被害の軽減は期待できない。しかしなが
ら、台風9号の北海道への接近が懸念されていたた
め、再度の浸水を防ぐために早急に締切工事が実施さ
れることになった。締切工事の標準断面は図－3に示
すように、大型土のうを両側に積んで中央部に砕石を
投入した後にシートで覆うというものであった。

図－3　締切工事の標準断面図（北海道開発局提供　一部加筆）
写真－7　資材の仮置きヤード兼大型土のう製作ヤード
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捗に伴って仮道を下流側に延ばしていった（写真－

9、10）。これにより堤防天端以外の場所からも締切
資材の運搬や設置が可能となり、作業がスピードアッ
プした（写真－11）。後から考えると、この仮道が施
工のキーポイントだったと思う。結果として、土のう
と砕石による締切の完了が25日で（写真－12）、この
時点で堤内の氾濫水はほとんど無くなっていた。その
後、仮堤防の上に雨水浸透を防ぐためのブルーシート
を張る等して、全ての作業が26日に完了した。

このため、22日17時頃に決壊口の深掘れ状況を確認す
るためにボートを使って概ねの水深を確認した（写真

－8）。たまたま近くで災害の調査を行っていたコン
サルタント会社の方がボートを持って来ていたため、
コンサルタント会社にお願いして決壊口の深掘れ状況
を調査してもらうことができた。調査の結果、深掘れ
の発生している区間は最上流端の十数mだけで、その
区間の水深は概ね1～2m、河床高は概ね堤内地盤高－
0.5～－1.5m、平均で堤内地盤高－1m程度であった。
また、それよりも下流側の河床高は、当初想定通りの
堤内地盤高程度であることがわかり、大変ほっとし
た。結果的に、深掘れのために、22日の夜から23日の
朝までの一晩で締切が数mしか進まなかった。しか
し、23日の朝には、水がかなり引いており、柴山沢川
の中の土地（高水敷のようになっている部分）の水深
がかなり下流の方まで浅くなっていることがわかった
ので、そこに砕石と敷鉄板で仮道をつくり、締切の進

写真－8　ボートによる深掘れ部の調査

（北海道開発局提供　一部修正）

写真－11　堤防天端と仮道の両方からの大型土のうの設置

（23日の夜撮影　北海道開発局提供）

写真－10　仮道の建設（8月24日の概成時点）

（土木学会北海道豪雨災害調査団提供）

写真－9　仮道の建設（8月23日の着手時点） 写真－12　大型土のうと砕石による締切の完了
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に袋が破れても特に問題は無いと判断した（河川事務
所）。

Ｑ：当時、安全管理はどのように考えていましたか？
Ａ：24時間体制の施工なので、夜間作業のために十分
な数の照明を用意した。開発局の照明車も常駐してく
れたので、夜間でも現場は相当明るかった（写真－

11）。また、通常の工事では天気が悪ければ休工にな
るのだが、今回は緊急工事なので多少の降雨でも工事
を行うことになる。とは言っても、川の中での作業で
あることや、中小河川である柴山沢川は降雨後に急激
に水位が上昇する可能性もあることから、強い雨が降
ってきた場合には、様子見のために工事を小休止する
ように河川事務所から指示があり、実際に時折そのよ
うな強い降雨があり、工事を小休止した。

Ｑ：その他に、今回の作業を通じて気が付いたこと、
感じたこと等はありますか？
Ａ：河川事務所等の職員が24時間体制で現場に常駐
し、現場監督や本部（網走開発建設部治水課）からの
情報伝達、地元住民対応を担当してくれたため、建設
会社は施工に集中できた。
Ａ：他の開発建設部から大勢の応援部隊が来て現場監
督や災害申請の作業を手伝ってくれる等、北海道開発
局の組織をあげての支援があり、非常に助かった。ま
た、OBの方が河川防災エキスパートとして駆けつけ
てくださり、巡視や情報の整理等を手伝ってもらって
大変助かった。また、堤防決壊の図上訓練を事務所で
も毎年行っているが、通行止めや仮置きヤードの確保
等、締切工事そのもの以外の想定をもっとリアルなも
のに改善する必要があると感じた（河川事務所）。
２．２．３　緊急締切工事に関する考察

　柴山沢川での締切作業が円滑に実施された特徴的な
要因としては、以下のことが考えられる。
（１）事前の準備

　河川事務所が各災害協定業者に対して、小型土のう
や大型土のうの製作を早い段階で指示していたこと
や、災害協定業者も想定される協力業者に対して、い
つでも対応できるように予めお願いしていたことが、
円滑な初動に少なからず貢献したと思われる。
（２）アクセス路として活用した堤防天端区間の短さ

　前述のように、既存の道路から堤防天端を約30m進
めば、決壊地点に到着することができる。このような
決壊地点へのアクセスの良さが効率的な施工に大きく
貢献している。

Ｑ：決壊口の下流側にもバックホウを配置して、両側
から締め切ることは検討しませんでしたか？
Ａ：既存の道路から決壊口に下流側からアクセスする
には、常呂川と柴山沢川の堤防天端を3～4kmも進む
必要があり、その間にダンプが旋回できる車両交換場
所は無かったので、資材運搬のダンプは決壊地点まで
バックで進むことになる。ダンプの運転手にも確認し
たが、ほぼまっすぐなルートなら、3kmでも4kmでも
ダンプはバックで進むことはできるが、あいにく堤防
天端は、R（カーブの曲率半径）のかなり小さな部分
を含んだ右カーブが決壊地点まで続いており（写真－

3）、運転手はカーブの状況を直接の目視ではなく、
左側のバックミラーで確認しながら進むことになるの
で、長い距離の堤防天端をバックで進むのは厳しいと
のことだった。ダンプがバックで進まないようにする
ために、初めに砕石等を用いて決壊口近傍の堤防脇に
旋回場所の造成を行うにしても、造成のために砕石等
を運搬するダンプは、その完了までずっとバックで右
カーブの長い距離を進む必要があるので、下流側から
の締切作業は現実的ではなかった。その他に、決壊口
の流れがかなりあれば、片側から締切作業を進める
と、締切作業を行っていない側の堤防が欠けていっ
て、決壊口の幅がなかなか狭くなっていかない（以
降、このような現象を「決壊口が逃げる」等と記載）
ようなことも起きると思うが、柴山沢川の場合は、決
壊箇所が背水区間で貯留型の氾濫ということもあり、
決壊口内の流れが緩やかだったので、そのようなこと
は発生せず、片側からの締切作業でも最後まで締切る
ことができると考えた。また、限られた台数の重機や
ダンプしか調達できなかったので、それを施工効率の
悪い下流側からの締切作業に投入することは避けたか
ったということもある。

Ｑ：締切資材として、例えば、大割石とか中割石や、
根固ブロック等の他の資材の使用は検討しませんでし
たか？
Ａ：割石はその当時十分な量を集められなかったので
割石の使用は無理だった。また、決壊口の流れが速け
れば、大型土のうが流されてしまうかもしれないが、
決壊口内の流速は小さく、大型土のうでも大丈夫であ
ると考えた。
Ａ：冬期間に本復旧工事が行われるであろうことか
ら、仮堤防を撤去する際に、冬期間に凍結した土砂等
の中から根固ブロックを壊さずに撤去することが難し
いということもある。大型土のうであれば、撤去の際
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（１）女満別川の堤防決壊

　女満別川の堤防決壊は10月8日16時頃に発生したと
推定されており、決壊箇所は国道39号線の女満別橋か
ら上流に40mほど離れた地点（左岸）である（写真－

13　堤防決壊から8日後の10月16日に撮影）。痕跡水
位から洪水ピークでの水位はHWL程度（天端高－
0.8m）であり、浸透による堤防決壊の可能性が高い。
決壊箇所周辺の堤防は完成堤（天端幅3.0m、法勾配2
割）である。また、この付近の堤々間は約60m、河床
勾配は約1/700である。
　写真－14、15は堤防決壊直後の10月8日16:39に撮影
された堤防及び堤内地の状況で、写真－16は、割石等
による締切が完了した（最終的な止水作業や仕上げ作
業等は未了）10月9日の午後に撮影されたものである。
上述のように割石等で堤防の決壊口が締め切られてい

は、平成27年の堤防決壊の事例の中から、決壊口での
流速が２．１及び２．２よりも大きな場合の締切工事
の事例を紹介する。締切資材は一方が割石、他方が大
型土のうである。
２．３．１　洪水及び堤防決壊の概要

　台風23号から変わった温帯低気圧の北海道接近に伴
い、網走・北見・紋別地方では、平成27年10月8日昼
前から夜遅くにかけて雨が強まった。この大雨による
河川の増水で、女満別川とサラカオーマキキン川の北
海道管理区間で堤防が決壊し、周辺の農地が冠水した
（図－4）。両河川はいずれも網走湖に注いでいる1級
水系網走川の一次支川である。

（３）仮道の造成

　聞き取り調査の部分でも記載したが、柴山沢川の中
に仮道を造成したことで、堤防天端以外の場所からも
締切資材の運搬や設置・投入が可能となり、施工効率
が著しく向上した。
（４）締切方法の合理的な選択

　決壊地点への下流側からのアクセスが極端に悪かっ
たことに加え、決壊口内の流れが緩やかで、決壊口が
逃げること無しに締切作業を完了できると考えたこと
から、調達できた限られたリソース（重機、ダンプ）
をあえて上流側の締切作業のみに投入して、片側から
の締切を選択したことが合理的な判断であった。
（５）ボートを用いた深掘れ区間の調査

　決壊口内の水深を縦断的に確認して、深掘れ区間が
一部であることを確認して、施工ボリュームの見通し
をつけることができた。決壊口内の流速が大きい場合
は、このような調査は不可能であり、背水区間での堤
防決壊で貯留型氾濫となっている現場条件を活かした
調査方法である。
（６）地元業者の強みを発揮

　仮置きヤード用の土地を迅速に借りることができた
のは地元業者だからであり、これが後の円滑な施工に
つながった。
（７）適切な関係者の役割分担及び支援体制

　建設会社が施工のみに集中できるような環境を河川
事務所等が作り上げたことや、その河川事務所を支援
するために応援部隊が駆けつけたことが大きい。

　これらの中には、柴山沢川特有の現場条件に依るも
のも多く含まれているが、例えば、（１）や（７）

は、他の河川の緊急締切工事の現場でも活用できるも
のであり、有益な情報である。また、（３）は、堤防
天端以外にも作業用道路として使用できるスペースが
ないか、状況の変化に応じて確認することが重要であ
ることを示している。さらに、この事例では、現場近
くで仮置きヤード兼大型土のう製作ヤードの土地を確
保していたが、堤防決壊の現場には大量の資材が集ま
ってくることから、資材の製作・仮置き・積替等の土
地が必要になってくる場合が多いので、このための作
業ヤードの確保にも注意を払う必要がある。

２．３　女満別川及びサラカオーマキキン川

　２．１及び２．２では平成28年の豪雨災害で決壊し
た堤防の締切事例を紹介したが、いずれも決壊口内の
氾濫流の流速が大きくないものであった。２．３で

図－4　堤防決壊箇所位置図（国土地理院の地図に加筆）
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　写真－18は、締切工事開始前の10月9日6:39に撮影
された堤防決壊箇所の状況で、写真－19は、大型土の
う等による締切が概ね完了した（最終的な止水作業や
仕上げ作業等は未了）10月10日昼頃に撮影されたもの
である。上述のように大型土のうで堤防の決壊口が締
め切られている他、川表側に止水のために緑色の原反
シート（いわゆる「グリーン原反」）が用いられてい
ることがわかる。また、最終的な堤防決壊の幅は約

1

2015 10 9 12:15 12 20

1

2015 10 9 12:15 12 20

ること、決壊口が主に下流側に拡幅していき、その際
に、樋門の函体上の堤体材料が流出したために、樋門
の管理橋が函体の上に落ちて斜めになっていることが
わかる。また、写真－13、15から、決壊口から流出し
た堤体や基盤由来と推定される砂（現地で実物を確認
済み）が氾濫流の主流方向に堆積していることもわか
る。最終的な堤防決壊の幅は約35mであった。

（２）サラカオーマキキン川の堤防決壊

　サラカオーマキキン川の堤防決壊は10月9日未明か
ら明け方にかけて発生したと推定されており、決壊箇
所は北海道道248号嘉多山美幌線に架かる住吉1号橋か
ら下流に35mほど離れた地点（右岸）である（写真－

17）。痕跡水位が堤防決壊箇所近傍の堤防天端付近で
確認されたことから越流による堤防決壊の可能性が高
い。決壊箇所周辺の堤防は完成堤（天端幅4.0m、法
勾配2割）である。また、橋の下流の堤々間（右岸堤防
の表法肩～左岸の道路盛土の表法肩）は約40m、河床
勾配は約1/800である。

写真－13　女満別川の堤防決壊堤箇所

（北海道開発局提供　一部加筆）

写真－16　女満別川の割石等による締切が完了した状況

（10月9日の午後撮影）

写真－14　女満別川の堤防決壊直後の堤防の状況

（10月8日16:39撮影　北海道開発局提供　一部加筆）

写真－17　サラカオーマキキン川の堤防決壊箇所14）（一部加筆）写真－15　女満別川の堤防決壊直後の堤内地の状況

（10月8日16:39撮影　北海道開発局提供　一部加筆）

2015 10 16
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Ｑ：締切作業はどのように進めましたか？
Ａ：自社のすぐ近くに砕石業者のヤードがあり、0～
80mmの砕石にする前の無選別の割石（200～500kg）
がいつも数百m3置いてあることを知っていたので、
砕石業者から割石を緊急調達して締切資材として使う

２．３．２　締切工事の概要

　既に紹介した空知川と柴山沢川の事例では、決壊口
を早期に締めても浸水被害の軽減は期待できないもの
の、天候の悪化に伴う増水による再度浸水の防止や関
連する復旧工事の進捗等を目的に緊急締切工事が実施
された。一方、ここで紹介する女満別川とサラカオー
マキキン川の場合は、締切工事の着手時点で大量の氾
濫流が決壊口から農地に流れ込んでいる状況であり、
早期の締切が農作物への浸水被害軽減につながり得る
ものであった。実際に、今回のサラカオーマキキン川
の氾濫では収穫直前のビート（テンサイ）畑が浸水し
てしまったが、北海道オホーツク総合振興局網走建設
管理部（以降、「網走建設管理部」と記載）への聞き
取り調査結果によると、通常ビートは3日間浸水する
と出荷できなくなるが、結果的には浸水域のビートは
ある程度は出荷できたとのことであった。氾濫中に実
施した締切工事と別途実施された浸水域最下流部での

ポンプ排水により農地の浸水時間が減少したことは間
違いないため、今回の締切工事が農作物の洪水被害減
少に貢献したと考えられる。
　ここでは、両河川での締切工事の概要について関係
者への聞き取り調査の概要を対話形式で記載する。聞
き取り対象は両河川の河川管理者である網走建設管理
部、女満別川の締切工事を担当した建設会社、サラカ
オーマキキン川の締切工事を担当した建設会社の3者
であるが、２．２．２と同様に、以降においては、両
建設会社の現場代理人のお話を記載する。また、聞き
取り調査は北見工業大学教授の渡邊康玄氏と共同で実
施した。
（１）女満別川の締切工事

Ｑ：工事着手前後の状況を教えて下さい。
Ａ：10月8日18時前に、まず女満別川の堤防の決壊状
況を自ら見に行き、その後、協力業者の支援も受けて
重機やダンプを集めて19時前から作業を開始した。

Ｑ：当時の河川の状況を教えて下さい。
Ａ：18時前に初めに見た時の決壊口の幅は10m程度だ
ったが、締切作業を開始するまでは決壊口が下流側に
徐々に広がっていった。水位は初めに見た時から3時
間くらいは非常に高い状態が続き、堤防の天端から
1m下がりくらいだった。その後徐々に水位が下がり、
締切作業が3割程度進んだ24時過ぎには水位もかなり
下がっていた（写真－20）。

30mであった。なお、締切工事開始前の堤防決壊箇所
周辺の状況については、渡邊らによる報告14）がある
ので参照されたい。

写真－18　サラカオーマキキン川の堤防決壊状況

（北海道提供　一部加筆）

写真－19　サラカオーマキキン川の大型土のう等による

締切が概ね完了した状況　　　　

写真－20　女満別川の堤防決壊状況

（10月8日22:42撮影　北海道提供　一部加筆）
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図－5　女満別川の荒締切工の進め方

（左岸堤内地から見たイメージ）

クがある一般的なもので、普段は止水のために素掘り
の仮排水路の表面に敷いて使うことが多い。

ことにした。女満別川の堤防の天端幅は約3mで、バ
ックホウが1台やっと入っていける程度の幅しかない
ので、最初の内はバックホウを決壊口の近くに配置
し、ダンプが女満別橋のすぐ近くの堤防天端に運んで
きた割石を落として、バックホウが決壊口と女満別橋
近傍の割石の山の間を行ったり来たりして割石を決壊
口に投入した（写真－21、図－5①）。ダンプで割石
をバックホウの近くまで運搬しなかったのは、作業開
始前には決壊口が徐々に下流側に広がりつつあったた
め、バックホウが橋側（下流側）に逃げるスペースを
確保することや、ダンプが狭い堤防の上をバックで走
行することの危険性を考えてのことである。しかし、
この方法だと割石の投入効率が良くなく、幸い割石を
投入すると決壊口の拡幅が停止してバックホウが橋側
に逃げるスペースを確保する必要が無くなったことか
ら、ダンプがバックホウの近くまで安全に割石を運ぶ
ことができるように0～80mmの砕石を使って国道か
ら決壊口までの天端を1mほど堤内側に拡幅して約4m
まで広げた（写真－22、図－5②）。また、作業して
いる内に、天端が段々うんできたので、元々の天端部
分に0～80mmの砕石を補充し、特に川表側の天端の
法肩部分には砕石が元々ほとんど無かったので、そこ
には砕石を大量に入れた。その後、ダンプが決壊口の
そばまで近付いた際にバックホウが横に逃げられるよ
うに、決壊口付近の天端幅を部分的にさらに約2m広
げて約6mまで拡幅した。この結果、ダンプが割石を
決壊口のすぐ近くまで運ぶことができるようになり、
決壊口への割石の投入効率がさらに上がった。割石と
砕石による締切作業が完了したのは翌朝だった。割石
で締め切っているので、その後、大型土のうとグリー
ン原反で締切部を覆って最終的な止水作業とした（写

真－23）。グリーン原反はどこの資材業者にもストッ

写真－21　締切工事着手直後の状況（北海道提供　一部加筆） 写真－22　天端拡幅後の状況（北海道提供　一部加筆）
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Ｑ：決壊口への割石の投入手順について詳しく教えて
下さい。
Ａ：投入の手順としては、まず割石を決壊口の締切作
業に着手した側（この場合は下流側）から中央部の広
範囲に投入（前進していかなければならないので、当
然中央部よりも下流側に多く投入）し、目の前の割石
の山が十分に高くなった時点で割石の山にバックホウ
を載せて前進して行った（図－5③）。割石を早い段
階で広範囲に投入したのは、締切の最終段階での決壊
口中央付近の深掘れを防ぐねらいがあった。バックホ
ウの8mのアームの先に取り付けてあるバケットが決
壊口の上流側の堤防の決壊部分に届くようになった段
階で、決壊口の中央部付近に投入した割石の一部をす
くい上げて上流側の堤防の決壊部分に投入し、上流側
に決壊口が広がらないようにした（図－5⑤）。下流
側から締め切っていくと決壊口が上流側に逃げていく
ことは作業開始時から予想していたが、案の定そのよ
うになったので（図－5④）、一刻も早く決壊口の上
流側を割石でカバーしたいこともあり、既に投入して
あった割石の一部を再投入したわけである（図－5

⑤）。中央部付近にも割石はある程度残しておき、締
切の最終段階での中央部の深掘れも防ぐようにした。
結局、締切の手順としては、下流側及び中央部→上流
側→中央部ということになる。なお、作業の途中でバ
ックホウのアーム（バケット）を決壊口に入れて水深
を測ったら約2mあった。

Ｑ：決壊口の上流側にもバックホウを配置して、両側
から締め切ることは検討しませんでしたか？
Ａ：決壊口の上流側の堤防先端部へも物理的にはアク
セス可能だったが、狭い堤防天端の上を長い距離移動
することになるので、上流側からの締切作業は無理だ

った。夜間に水を大量に含んだ狭い堤防天端に重機や
ダンプが載って長い距離を進むのは、トラフィカビリ
ティや安全面から厳しい。特にダンプはバックで決壊
口まで進まなければならないので非常に厳しい。仮に
上流側からも締切作業を行うとすれば、決壊口までの
天端幅を延々と拡幅しつつ、天端にも砕石を補充しな
がら進んでいくことになるので、天端の拡幅だけで長
時間かかかってしまい、締切作業までたどりつかな
い。今回は堤防決壊箇所が国道から非常に近かったの
が不幸中の幸いで、延々と堤防を進んでいくような場
所で堤防決壊が発生していたら、氾濫中に締切が完了
しなかったと思う。また、今回は夜間の作業だった
が、国道側に照明を設置して決壊口まで光が届いたこ
とも運が良かった。適当な照明の設置場所が無けれ
ば、そのための天端拡幅も行わなければならないの
で、その作業も大変である。もし決壊口上流側へのア
クセス距離が短く、昼間の作業であったならば、両側
から締切作業を行うことができたと思う。

Ｑ：割石以外の締切資材、例えば大型土のうや根固ブ
ロック等の使用は検討しませんでしたか？
Ａ：先ほども述べたように、幸いなことに自社のすぐ
近くに無選別の割石があったので、迅速な調達を第一
に考えて割石が最善と考えた。また、割石であれば、
バックホウのアームの届く範囲内で決壊口内の好きな
場所に投入できる上に、割石は噛み合うので流出しに
くく、重機がそのまま上に載っても大丈夫なので使用
した。もし、2トンの根固ブロックを使うならば、どこ
にストックしてあるのかを調べて、場合によっては、
かなり遠方まで取りに行って、そこから現場まで運ぶ
ことになるので、現場にブロックが到着する時間は割
石よりもかなり遅くなるはずである。また、バックホ
ウではブロックを割石のように好きな場所に投入する
ことができず、せいぜい、天端にいったん置いたブロ
ックをバケットで押して決壊口に落とすくらいのこと
しかできない。また、3トン以上のブロックを使う場合
は、クレーンを持って来ることになると思うが、クレー
ンはバックホウよりも幅広のスペースが必要なので、
今回のように堤防天端が狭い場合のクレーンの使用は
現実的ではない。ただし、割石は、0～80mmの砕石と
違って、いつでもどこでも希望の量を調達できるわけ
ではないので、量が確保できなければ、ブロック等の
他の資材の使用を考えるしかない。また、決壊口内の
氾濫流の流速が大きく、割石が流出するようであれば、
割石よりも重いブロックを使用することになると思

写真－23　止水作業完了状況（北海道提供　一部加筆）
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写真－25　耕作道路を使用した大型土のうの運搬状況

写真－24　橋の袂付近の状況（北海道提供）

は相当ぬかるんでいたので、割石を調達してぬかるみ
に投入してバックホウが通ることのできる足場を整備
した。これだけで2時間くらいかかった。12時頃から
決壊口の流水中に土のう投入を開始して18時頃には概
ねの締切作業（土のうのみによる概ねの止水作業）が
完了した。しかしながら、土のうで締め切っても、そ
れなりの漏水があったので、土砂や砕石で間詰めを行
い、その後、締切部の川表側の部分（写真－26中の楕

う。今回は概ね必要な量の割石が確保できて、流速も
割石が流出しない程度であったことから非常に幸運だ
った。なお、大型土のうは表面がつるつるしていて河
床面に置いても滑りやすく、氾濫流の流速がそれなり
にあったので、投入場所にとどまらないで流出するの
ではないかと思う。また、グラップル（写真－28）でつ
かむと破れる土のうがそれなりにあるのではないか。

Ｑ：当時、安全管理はどのように考えていましたか？
Ａ：作業が長引きそうだったので、重機のオペレータ
ーの交代要員を用意した。実際に深夜に交代させて、
その後、朝方にも交代させた。

Ｑ：その他に、今回の作業を通じて気が付いたこと、
感じたこと等はありますか？
Ａ：重機の燃料の補給も重要で、実際に今回の締切で
は、作業途中でバックホウに給油を行っている。ま
た、0.45m3のバックホウだと幅は2.5m必要で、今回使
用した0.7m3のものだと3mの幅が必要となるが、堤防
決壊時の締切作業の際にダンプが入って来ることも考
えると、天端幅4mで中央の3mに砕石が敷いてあるよ
うな堤防が最低限の規格として必要かもしれない。

（２）サラカオーマキキン川の締切工事

Ｑ：工事着手前後の状況を教えて下さい。
Ａ：10月9日の朝に、私が先遣隊として川の様子を見
に行き、その他の者は締め切るための大型土のうの製
作を開始した。

Ｑ：当時の河川の状況を教えて下さい。
Ａ：8時頃に現場に到着して堤防決壊の状況を見ると、
聞いていたよりも決壊口が広がっており、大型土のう
が400～500袋くらい必要な感じだった。大量の大型土
のうの製作には苦労したが何とか必要量を確保でき
た。

Ｑ：どのように締切を行いましたか？
Ａ：住吉1号橋の袂では橋の直近まで道路の防護柵が
設置されている他、路面と堤防天端の段差も大きいこ
とから（写真－24）、橋の袂からは重機やトラック等
が堤防天端に進入することはできない。しかしなが
ら、幸い、堤内側に浸水していない農作業用の耕作道
路（写真－17、25）があったので、これを決壊箇所へ
のアクセス路として活用した。堤防決壊箇所近くまで
は比較的容易にアクセスできたが、堤防決壊地点周辺

写真－26　止水作業完了状況

（作業完了から約1週間後に撮影）
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よその水深を把握しようとしたのだが、決壊口が滝壺
のようになっていたようで、バケットが底につかない
ほど深く、水深は少なくとも3～4mくらいあったと思
う。その後投入した土のうが水面に出て、バックホウ
が土のうの上に乗って前進できるようになったが、安
全を確保するためにバックホウを少しだけ土のうの上
に載せて問題の無いことを確認してから前に進めた
（図－6②）。問題があればバックホウを少し載せた
だけで土のうが動いたり沈んだりするのでわかる。あ
る程度バックホウが前進して決壊口の下流側の堤防の
決壊部にグラップルが届くようになってから、決壊口
の下流側に土のうを投入した（写真－28、図－6④）。
決壊口の片側のみから締め切っていけば、締切作業が
ある程度進捗すると、締切作業を行っていない側（こ

円で囲んだ場所）にグリーン原反を設置して止水作業
を翌朝6時頃に完了した。締め切った後も、網走建設
管理部からの指示に基づき、土のうを元の堤防の高さ
まで積み上げ、最後に土のうで作った仮堤防全体をや
はりグリーン原反で覆った（写真－26）。結果的に約
30mを締め切るのに約800袋の大型土のうを使用し
た。

Ｑ：大型土のうの投入方法を詳しく教えて下さい。
Ａ：土のうを積んだトラックが耕作道路を使って大型
土のうを運び（写真－25）、そこから先はバックホウ
を3台使って、バケツリレーのような感じで決壊口に
大型土のうを投入した（写真－27）。決壊口のところ
に配置したバックホウのアームにはアタッチメントと
してグラップル（写真－28）を付けて安全に土のうを
水中に投入できるようにした。作業開始時点では、決
壊口の締切作業を行っていない側（この場合は下流側）
の堤防の決壊部までグラップルが届かなかったので、
初めの内は、土のうはバックホウが前進するための足
場作りということもあり、バックホウのすぐ近くの水
面に投入したが、最初の150袋くらいまでは決壊口に
投入しても土のうが完全に水没してしまい、どこに行
ったのかわからず不安だった（図－6①）。作業の初
めの方でバックホウのバケットを決壊口に入れておお

図－6　サラカオーマキキン川の荒締切工の進め方

（右岸堤内地から見たイメージ）

写真－28　決壊口の下流側への大型土のうの投入状況

写真－27　大型土のうの投入状況
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配置した。

Ｑ：その他に、今回の作業を通じて気が付いたこと、
感じたこと等はありますか？
Ａ：短時間で重機や資材を集めなければならなかった
こともあり、常日頃からの業者間の付き合いが重要だ
と感じた。
２．３．３　緊急締切工事に関する考察

　女満別川とサラカオーマキキン川の締切工事では使
用した締切資材は違うものの、幾つかの共通点が見ら
れ、それらの多くは締切作業が円滑に実施された要因
と考えられるため、まず、ここでは両河川に共通する
事項を以下に記す。
（１）アクセス路として活用した作業用道路の短さ

　両河川ともに浸水していない一般道から堤防天端等
の作業用道路を35～40m進めば決壊地点に到着できた
ことが施工効率の向上に大きく貢献しており、氾濫中
の締切作業の完了を可能にさせた主要因の一つである。
（２）作業用道路の改良

　一般道から先の決壊地点までの作業用道路は、幅が
狭かったり、ぬかるんでいたりする等、重機やダンプ
が通るには問題があったので、砕石や割石を使用して
問題の解決を図った。
（３）決壊口の逃げを予測

　決壊口の片側のみから締め切る場合、締切作業があ
る程度進むと、締切作業を行っていない側に決壊口が
逃げていくことを当初から予測していたため、締切作
業を行っていない側の決壊部にバックホウのアームが
届くようになった時点で、すぐにその部分に締切資材
を投入して決壊口が逃げていくことを防いだ。
（４）せめ部＊4の洗掘防止対策の実施

　締切の最終段階のせめ部を締め切る際に、せめ部で
の洗掘の発生が懸念されたため、早い段階で締切資材
を決壊口の中央部周辺にも投入して洗掘を防止した。
（５）締切資材の投入手順

　決壊口の逃げを予測しつつ、せめ部の洗掘発生を懸
念していたために、締切資材の投入手順は、締切作業
を開始した手前側及び中央部→締切作業を行っていな
い向こう側→中央部となった。
（６）決壊口の水深の測定

　締切作業の途中でバックホウのアームを決壊口に入
れて、概ねの水深を推定しようとした。
　これらは、他の現場で緊急締切工事を行う場合には、

Ｑ：若干の土のうが投入地点から多少下流に流れたよ
うですが、大型土のうを用いた理由は何ですか？
Ａ：網走建設管理部から当初は割石で締め切る方法の
指示があったが、近傍での必要量の確保が困難だった
ので、網走建設管理部との協議の結果、大型土のうで
締め切ることになった。割石で締め切るよりは漏水量
は少なくなるのではないかと思っていたが、結果的に
は土のう同士が十分には密着しなかったので、土砂や
砕石で間詰めした。グラップルで土のうをつかむと土
のうが破れそうなイメージもあると思うが、実際に破
れたのは使用した約800袋の内1袋だけである。

Ｑ：当時、安全管理はどのように考えましたか？
Ａ：バックホウのオペレーターは皆熟練者だが、締切
を無理に急ぐとろくなことはないので、オペレーター
には、あせらないように、また、足場には気を付ける
ように指示した。また、堤防決壊現場に隣接する道路
（北海道道248号嘉多山美幌線）は通行止めになって
いたものの、近隣住民の方が周辺の生活道路を通って
だんだん集まってきて、道路が彼らの駐車車両で狭く
なったことから、自社の作業員2～3名を誘導員として

の場合は下流側）に決壊口が逃げることは当初から予
測していたが、実際に作業をしてみると本当にそのよ
うになったので（図－6③）、決壊口が逃げることを止
めるために下流側に土のうを投入したわけである（図

－6④）。決壊口の中央部は初めに投入した行方不明
の土のうで十分覆われているはずなので、決壊口中央
部の締切作業が最後まで残っても中央部の深掘れは進
まないと考えていた。結果的には上流側及び中央部
（行方不明の土のう）→上流側→下流側→中央部とい
う締切の手順で土のうを投入して完了したことになる
（写真－29）。

写真－29　大型土のうによる締切が概ね完了した状況

＊4 せめ工（＊5参照）を実施する箇所
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が無いかを確認することが重要である。
（２）非常にぬかるんだ場所での締切資材の運搬方法

　決壊口の近くは非常にぬかるんでいたので、バック
ホウが通ることのできる足場を確保するのがやっとだ
ったことから、その部分ではバックホウによるバケツ
リレーで大型土のうを運んでいた。このように、悪路
のため普通のトラックが決壊口近傍まで近付くことが

現場条件に合わせた微調整や柔軟な変更が必要な場合
もあると思われるが、非常に参考となる情報である。
　次に、サラカオーマキキン川のみで見られたことに
ついて三点記載する。
（１）堤内の耕作道路の活用

　２．２．３で述べたことと重なるが、決壊箇所への
アクセス路として堤防天端以外にも使用できるところ

①　10月9日 6:39撮影（荒締切工着手前）
　　写真－18の決壊口付近を拡大したもの

②　10月9日14:20撮影（荒締切工前半）

③　10月9日15:36撮影（荒締切工半ば）
　　写真－27の決壊口付近を拡大したもの

④　10月9日16:41撮影（荒締切工後半）

⑤　10月9日17:43撮影（荒締切工終盤）

写真－30　締切作業の進捗に伴う決壊口付近の水位変化
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変動への適応により、命を守り国土の保全と発展
へ～、2017.

6） 国土交通省北海道開発局帯広開発建設部：十勝川
千代田実験水路

　　https://www.hkd.mlit .go.jp/ob/tisui/kds/
chiyodashinsuiro/ctll1r0000002ul9.html（2018年2
月19日確認）

7） 島田友典、前田俊一、柏谷和久、中島康博：十勝
川千代田実験水路における河川堤防荒締切工に関
する基礎実験、寒地土木研究所月報、No.760、
pp.41-46、2016.

8） 島田友典、前田俊一、柏谷和久、横濱秀明：河川
堤防の荒締切工法に関する模型実験，土木学会河
川技術論文集、第22巻、pp.379-384、2016.

9） 島田友典、横山洋、米本光明：十勝川千代田実験
水路における河川堤防決壊時の効率的な締切工に
関する現地実験、寒地土木研究所月報、No.776、
pp.22-27、2018.

10）石塚隆勇、倉持好一、齋藤裕、清水勇、高橋徹、
千邑重德、丸山泉編修：災害復旧記録　昭和56年
台風15号出水による小貝川高須地先（Ⅰ）　昭和
61年台風10号出水による小貝川赤浜・豊田地先
（Ⅱ）　小貝川災害復旧記録DVD（36min）、社
団法人関東建設弘済会、2009.

11）空知川堤防調査委員会：空知川堤防調査委員会報
告書、2017.

12） 常呂川堤防調査委員会：常呂川堤防調査委員会
報告書、2017.

13）前田俊一：2016年8～9月の北海道における豪雨災
害に関する報告5　河川の被害（河川堤防等）に
ついて、寒地土木研究所月報、No.770、pp.55-
64、2017.

14）渡邊康玄、早川博、川口貴之、西村弘之、相澤哲
也：2015年10月台風23号による網走周辺の被災状
況報告、土木学会北海道支部平成27年度年次技術
研究発表会論文報告集、第72号、B-11、2016.

できず、トラフィカビリティの改善も現実的でなけれ
ば、締切資材をバックホウやクレーンで吊って運ぶ
か、キャリアダンプに積んで運搬することを考える必要
がある。
（３）締切の進捗に伴う決壊口での水位上昇

　一般的に締切作業が進むと、決壊口が次第に狭くな
るために、せめ工＊5を実施する頃には、河川流量が増
えていないにもかかわらず、堰上げによって決壊口で
の水位が上昇することがある。写真－30は締切作業の
進捗に伴う決壊口付近の水位変化を表したもので、荒
締切工＊6の後半、特に③から④の間で決壊口での水位
の上昇が顕著であることがわかる。締切の際には、こ
のような堰上げによる河川水位の上昇も考慮して締切
の天端高を決めることが必要である。

謝辞：国土交通省北海道開発局及び北海道庁の職員の
方並びに緊急締切工事を担当された建設会社の現場代
理人の方には、聞き取り調査や写真等の各種資料の提
供に御協力をいただいた。ここに記して感謝の意を表
する。
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