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1．はじめに
北海道では平成28年8月中旬以降、観測史上初めて

1週間に台風7、11、9号の3つが上陸し、それに引き
続き8月30 〜 31日にかけて北海道の南側を東から西
へと通過した台風10号によって連続的な豪雨がもたら
され、全道的に洪水災害・土砂災害が多数発生しまし
た。なお、9月に入ってからも台風13号から変わった
熱帯低気圧も上陸し、これらによって道内では48件の
土砂災害（国交省砂防部所管分）が報告されています

（図-1）。
特に、台風10号は十勝平野西側の日高山脈北部東麓斜

面において、報告された土砂災害以外にも多数の山腹崩
壊や土石流を発生させ、下流へ大量の土砂・流木を流送
することで流域社会に甚大な被害を生じさせました1）。こ
の災害形態はいわゆる「水系砂防」的な色彩が強く、被
害規模もさることながら、近年の我が国での土砂災害は
地先的なものが主体となっている中では比較的珍しい事例
であり、十分な検証をする必要があると考えられました。

そのため、国土交通省北海道開発局および北海道にお
いて、十勝川流域砂防技術検討会を設置し、十勝川流域
における今後の土砂災害対策のあり方について検討を行
うこととしました。災害発生から1年以上にわたり実態
把握・分析を行い、全体像がかなりの程度明らかにされ
てきた 2）ので、本稿ではその概要・特徴を報告するとと

もに、今後の砂防事業において留意すべき点などを考え
てみたいと思います。

2．十勝川流域の概要
十勝川流域における年間降水量の平均値は約900mm

であり、全国平均の約1,600mmに比べてかなり少ない
といえます。

十勝川は大雪山系十勝岳に源を発し、流域面積
9,010km2、幹川流路延長156kmの1級水系で、平地
部 の 国 管 理 河 川 区 間 の 河 床 勾 配 は1/200 〜
1/5,000程 度、 下 流 部（ 茂 岩） の 計 画 高 水 流 量
13,700m3/sの大河川です。帯広市を中心とする盆地
状の十勝平野は日高山脈、大雪山系、白

し ら

糠
ぬ か

丘陵および豊
頃丘陵等によって囲まれ、河川の流送土砂による堆積層
で構成された扇状地であり、幾段もの段丘地形が見られ
ます。

十勝平野においては、十勝川中流部の国道沿いに市街
地・集落が形成されていますが、山地部からは一定距離
を置いており、土砂災害に関しては扇状地河川を経由し
ての影響が出ることになります。一方、農地や牧場等は
谷出口からの扇状地面全体に広がっており、一部の住家
は扇頂部や低位段丘面上にも散見されます。

3． 平成 28 年 8 月豪雨による災害概況
3.1　降雨概況

台風10号が東日本の太平洋側を北
上してきたことで、十勝地方に南東
方向から吹き込んだ湿った風が日高
山脈東麓で吹き上げられる形で地形
性降雨が引き起こされ、日高山脈の
高標高部では8月29日から31日未
明までに500mmを超す降雨が記録
されました（図-2）。3日間雨量では、
戸

と

蔦
つ た

別
べ つ

観測所で531mm、狩
か り

勝
か ち

観測
所 で507mm、 日

にっしょう

勝 峠 観 測 所 で
485mmなどを記録し、これらの雨
量は概ね110 〜 180年超過確率規
模に相当すると推定されました。
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図-1　2016年8 〜 9月の北海道の土砂災害（北海道河川砂防課調べ）
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3.2　被害概況
一連の台風等による全道の被害は、死者・行方不明者

6名、家屋全・半壊152棟、堤防決壊9河川（国；4、
道；5）、河川氾濫79河川（国；5、道；74）、道路の
土砂災害等による規制120路線167区間、JRの土砂
災害や落橋等による不通（根室線、石北線、日高線）な
ど 3）のほか、土木・農林水産等を合わせた水害被害は
1,600億円を超すと試算されています。

特に日高山脈北部東麓のパンケ新得川から戸蔦別川流
域にかけては、大量の土砂・流木流出により、扇状地部
での氾濫、渓流・河川の蛇行および側岸侵食による橋梁
被害や住家被害が発生し、砂防設備が設置されている区
間においても一部で施設被害等が発生しました。

以下に、この範囲の渓流での土砂移動実態を整理して

みます。

4． 平成 28 年 8 月豪雨による日高山脈東麓での土砂
移動実態

4.1　流域の地質特性と山腹崩壊
山腹崩壊や土石流が多数発生した渓流の山地部分の衛

星画像等の判読結果によると、約830km2の範囲で
1,900箇所以上の崩壊が見られました。平均崩壊面積率
は0.26％と、雨の少ない北海道においてはかなり甚大
な も の と い え ま す が、1箇 所 当 た り の 崩 壊 面 積 は
1,100m2 程度であり、比較的小規模な表層崩壊が大半
を占めていました。ここで特徴的であったのは、総雨量
で概ね250mmを超すエリアでの崩壊が稠密でしたが、
戸蔦別川よりも南側では総雨量がより大きかったにもか
かわらず、崩壊や土石流が明瞭に少なかったということ
です。これは、今回の災害は山地斜面等の地質が土砂移
動現象に大きく影響を与えていたと言えそうだというこ
となのです（図-3）。

風化が進んだ花崗岩・花崗閃緑岩の深成岩エリアでの
崩壊面積率が0.48％と飛びぬけて高く、次いで付加コ
ンプレックス（砂岩・泥岩混在層）エリアは0.19％で、
変成岩エリアの0.09％、堆積岩エリアの0.04％は相対
的に低い値を示しています。

また、日高山脈東麓は周氷河性の比較的緩勾配の斜面
が広く分布しており、固結度の低い表層土が分厚く堆積
しています。谷筋の近くで発生した崩壊の一部は、渓床
の不安定土砂を巻き込んで土石流化していました。

4.2　土砂の流下状況
1）ペケレベツ川の土砂流出

図-4はペケレベツ川の土石流通過後の河道拡幅状況を
示していますが、上流から下流へ向かうにつれて、拡幅

図-2　アメダスと山岳部の開発局河川テレメータによる降雨量
分布図（2016年8月29日1時〜 31日09時）

図-3　地質（左）および総雨量階（右）に対比した山腹崩壊分布
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の様相は全く異なっています。
源頭部での土石流の発生は小規模崩壊または狭い幅で

の渓床不安定土砂の移動に起因していますが、急勾配の
渓流を流下するにつれて渓流幅は急速に拡がります。勾
配8°程度になるまでは土石流本体によって両側の緩勾配
の周氷河性斜面を削剥し、それよりも緩くなると土砂の
堆積が始まることによって、流路が変動して側岸の侵食
が継続します。写真-1は旧日勝スキー場へ渡る清流橋付
近を下流側から見たものです。上流左岸側に第1波とみ
られる土石流の先頭部の巨礫が停止しています。後続流
が橋梁背後の渓岸土層を侵食し、渓流幅は災害前の数m

から80m程度にまで拡がっていました。
渓床勾配が3°程度になる1号砂防堰堤（昭和41年度

完成）前後までは礫径1m程度の石礫が大量に到達して
おり、約12万m3を捕捉したものの堰堤左岸袖部は完全
に破壊されてしまいました。そこから約3km下流の渓床
勾配が2°以下となる2号砂防堰堤（平成5年度完成）
までの間ではマサ土を主体に約62万m3を捕捉・堆積し
ていましたが、堆砂敷よりも上流区間では元の澪筋を埋
塞して流れが低位段丘上に拡散したことで渓流幅が高位
段丘崖間全体に拡がりました。

1号砂防堰堤から下流側には砂防基準点まで約2kmに
亘って渓流保全工（1/50確率対応）が整備されており、
今回の出水では若干の溢水があったものの、流路はほぼ
安定した状態に保たれました。砂防流域全体での約

写真-1　ペケレベツ川河道内の侵食および石礫等堆積状況
（旧日勝スキー場付近清流橋）

写真-2　清水町市街地ペケレベツ橋（道道）での
流木・土砂による閉塞状況

土石流先頭部の巨礫

下流

図-4　土石流通過後の河道拡幅状況（ペケレベツ川）
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140万m3の発生土砂量に対して基準点から下流へは約
40万m3の土砂が流出しましたが、堆積物から判断して
殆どが2mm未満の細粒分であったと考えられました 4）。

本来ならば、砂防基準点から下流に掃流状態の細粒分
のみを流下させる状態になっていれば、一定の防災機能
を発揮したと考えてよいのだと思われますが、この災害
での最大の問題は、（他の支渓流でも同じような状況が
見られるのですが）十勝川の1次支川である佐幌川に合
流するまでの河川区間（約5km）で氾濫被害が生じたこ
となのです。写真-2は災害直後のペケレベツ橋の状況で
す。流木と礫径30cm程度の石礫の堆積で橋梁部が閉塞
し、側岸侵食によって取り付け道路や住宅地が流失しま
した。橋梁部だけではなく、この河川区間では砂防基準
点直下流から、“局所的な側岸侵食とその下流側での砂礫
堆の形成によって助長される流路の蛇行”というセット
の繰り返しが発生しています。橋梁を閉塞した流木の大
半は上流の渓畔林由来のものですが、砂礫堆を形成して
いる石礫は、河川区間での蛇行洪水流によって以前から
の扇状地堆積物から洗い出されたものと考えられます。
側岸侵食・蛇行の発生は、今回の出水が計画流量を超過
してしまったことが最大の理由ではありますが、上流か
らの大量の流入土砂が蛇行を助長した可能性があるとの
シミュレーション結果 5）も報告されています。

2）芽室川の河床侵食
芽室川では砂防流域全体では約200万

m3の発生土砂量がありましたが、5基の
砂防堰堤や床固工、遊砂地などの設備が
比較的多数設置されており、砂防基準点
からの流出土砂量は約50万m3まで低減
しています。しかし、扇頂部から下流側
に配置された3つの砂防堰堤の直下流で
は縦侵食が発生しました。特に3号砂防
堰堤の水叩き直下では渓流の中央部で
アーマリングが破壊され最大約10mの深

さまで細い幅で侵食し（写真-3）、渓床勾配が1/26か
ら1/40まで緩くなりました。この流域の扇状地部では、
非固結の小さい古期扇状地堆積物が下層にあり、この層
まで流水が達した場合に侵食が急速に進行することにな
ります。なお、砂防基準点下流側で合流する久山川の上
流域には砂防設備等が入っていませんが、平野部の床止
工群下流側では災害前には非固結の堆積岩層である渋山
層が縦侵食されて河床低下傾向であったものが、流出土
砂によって河床上昇しました。

また、砂防堰堤や床固工などの横断工作物上流側では
土砂堆積が促進されていますが、一方で、澪筋が低位段
丘面上を変動することで既往の段丘面や斜面等の一部を
侵食して土砂生産をするという、下流緩勾配河川区間で
現れた状況を中流部でも造り出しているといえます。

5．日高山地東麓の渓流における問題
5.1　地形・地質に関わる問題

今回の災害が発生したエリアでは、山地高標高部に風
化して受食性の高い花崗岩・花崗閃緑岩が分布してお
り、そこに低頻度の豪雨が与えられたことで、（表層崩
壊等の比較的小規模なものが主体ではありますが）多数
の土砂移動現象が発生しました。山地部の渓流は渓床も
含めて脆弱な周氷河性斜面によって形成されている部分
が多く、災害前には渓畔林に覆われた緩勾配斜面に挟ま
れた細い澪筋であったとみられます。そのため、ひとた
び土石流的な動きが発生してしまうと、それが運搬可能
な限界土砂量にまで膨れ上がると同時に大量の流木を発
生させ、土砂流出係数も大きな状態が維持されていた可
能性もあったと考えられます。

また、流域面積が数十km2と大きく洪水流量も大きく
なる条件下にあり、一方で扇状地部まで出てからも、
10m程度の現況河道幅の外側に100m内外の幅で高位
段丘崖によって規制された旧河道地形が形成されている
ため（図-5）、さらに下流の緩勾配区間まで流量が維持
されやすいことになります。その結果、低位段丘面上に
氾濫流が拡散し、あるいは段丘を侵食しつつ、下流域へ
の土砂供給量と侵食力が思ったほどは落ちていなかった

図-5　戸蔦別川（岩内川合流点付近）平面地形図（2016年災害前・後）

写真-3　芽室川3号砂防堰堤下流側の河床洗掘

災害前

災害後

最大侵食深；約10m
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ということになるのです。

5.2　土地利用に関わる問題
北海道は開拓がはじまってから約

150年が経過していますが、低位段
丘面が形成された時代はそれ以前であ
り、開拓民が入植してからは扇状地
面上においては概ね現況の河道が固
定されていたと考えられます。アイヌ
語の地名がその土地の特性を表して
いるケースもありますが、多くの入植
者は現況地形が安定的な地形である
と考えたものと推測されます。

初期の入植者は比較的下流域で耕
作・酪農を始めているので、河川の氾
濫にだけ気を遣っておけばよかったの
だと思われますが、比較的新しい時代
になるにつれ市街地の住宅が河川のす
ぐ近くまで貼りついてきたり、住居を
含む農家等が低位段丘面上に入り込
むようになってきました（写真-4）。
さらに、後発入植者の場合は上流域
の扇頂部に近い場所などに入らざるを
得ないこともあり、土砂移動現象の直
接的な影響を受ける場所に施設を建
てるケースもあります（写真-5）。ま
た、近年はそのようなエリアに別荘等
を建てている人も増えてきました。

5.3　対応の方向性
上述のように、災害リスクを有するエリアが認識され

にくいという北海道の特性もありつつ、土砂移動を誘起
するくらいの豪雨の発生頻度が高まるという予測もあり、
今回と同様の災害が再度発生することは想像に難くあり
ません。

今回の災害実態（種々の土砂生産形態）を踏まえて、
砂防事業を実施していない渓流も含め、河川区間の復旧
形態に応じた許容流砂量を決定し、必要に応じて砂防計
画の見直しを行うべきだと考えられます。施設配置に際
しては、受食性の高い地質・土質の範囲では流水の集中
を避けるような構造上の配慮が必要です。流木捕捉効果
が高い透過構造の床固工・堰堤工を適切なインターバル
で配置し、出水中の渓床高の変動に対応できるようにす
る必要があるでしょう。

土石流や洪水の氾濫想定範囲については、土石流危険
渓流や直轄河川区域だけではなくもっと広範囲に、土地
利用のあり方を考える基礎的な情報として積極的に提供
することも検討する必要があると思われます。

6．おわりに
今回の報告では、この1年で取得した多くのデータの

内のごく一部しか紹介できていませんが、地域特性に
よっては既往のマニュアルやガイドラインだけでは効果
的に対応しきれない部分が生じ得ることもご理解いただ
けたかと思います。今後も引き続き調査・モニタリング
を行い、成果を報告させていただきます。

なお、本稿で紹介したデータ等の多くは、国土交通省
北海道開発局、北海道建設部、（公社）砂防学会北海道
支部のご協力によるものです。ここに記して感謝の意を
表します。
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写真-4　低位段丘面上への氾濫（美生川道道55号線上美生橋付近）

写真-5　小林川扇頂部付近の牧場

旧河道範囲への氾濫

（災害前・Google）


