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1．はじめに 

 北海道では、2016 年 8 月～9 月上旬にかけて前線や台

風の影響による激しい雨が観測され、この大雨の影響によ

り土石流や流木等が発生するなど、道内各地に甚大な被

害を及ぼした。土石流・流木による被害を軽減させる効果

的な構造物として鋼製透過型砂防堰堤（以下、鋼製堰堤）

が挙げられ、鋼製堰堤による土石流や流木の捕捉事例は

これまで数多く報告されている。しかしながら、これまでに報

告されている捕捉事例は、単独設置の事例が多く連続設

置された鋼製堰堤での捕捉事例報告は極めて少ない。本

報告では、鋼製堰堤が連続設置されている道内の美瑛川

およびオチウシナイ川において土石流・流木を捕捉し、被

害軽減に効果が発揮された事例が確認されたので、その

捕捉状況について報告する。 
 

2．調査地の概要 

2.1美瑛川(北海道開発局旭川開発建設部) 

美瑛川は北海道の中央に位置し、平成元年に策定された

｢十勝岳泥流対策基本計画(案)｣を基に、火山砂防事業の

対策が実施されている。源頭部に十勝岳を持ち流域面積

93.0km2縦断勾配 1/40(約1.4°)の掃流区間に美瑛川 1号

堰堤および 2 号床固が整備され、流木の捕捉を目的に鋼

製スリットダム B型(以下、B型)が連続設置されている(図－

1)。施設概要を表－1 に示す。2 号床固は平成 9 年度に施

工が完了し、1 号堰堤は昭和 63 年に完了した既設堰堤を

嵩上げ改良し部分透過型として平成 27 年度に既成した堰

堤である。 

当該箇所は 2016年 8月 20日からの停滞する前線や台

風の影響により 1 時間降水量 (日最大：美瑛地点 )で

45.5mm、24 時間降水量(日最大：白金地点)191.0mm を記

録した。 

  
図－1 美瑛川調査位置図(google マップ) 

表－1 施設概要(美瑛川) 

 
鋼製高 

(堤高) 
開口幅 部材間隔 

捕捉対象 

(掃流区間) 

1 号堰堤 6.5m (17.5m) 62.0m Lmax×1/2 流木(掃流) 

2 号床固 6.0m (11.3m) 70.0m Lmax×1/2 流木(掃流) 

2.2 オチウシナイ川(宗谷総合振興局稚内建設管理部) 

オチウシナイ川は、北海道の北部に位置する利尻島内

にあり、源頭部に利尻山を持つ流域面積 4.3km2，流路長

6.0km，平均河床勾配 1/3.6の急流渓流である。2006,2007

年も土石流が発生しており 1）2）、筒井らの報告 2）によると、流

木の混じらない石礫型の土石流であることが確認されてい

る。当該渓流では、源頭部での恒常的な土砂生産により、

不透過型砂防堰堤の調節効果が期待できないことから、土

石流の捕捉容量を確保するため、既設不透過型のスリット

化 3）が実施されている。施設概要を表－2 に示す。調査対

象の区間には、B 型(3 号砂防ダム)－①鋼製スリット堰堤 T

型(以下、T 型)(47 号床固)－②T 型(42 号床固)－③T 型

(40 号床固)－④T 型(36 号床固)－⑤T 型(34 号床固)－⑥

T 型(31 号床固)－B 型(5 号砂防ダム)と連続配置しており

(図－2)、3号砂防ダム上流の 2号砂防ダムも現在スリット化

の工事を実施されている。 

当該箇所は、9 月 5 日夜中～9 月 7 日にかけて時間雨

量 30mm/h，累加雨量 250mm(観測所：雄忠志内)を超える

雨を記録した。 

 
図－2 オチウシナイ川調査位置図(google マップ) 

表－2 施設概要(雄忠志内川) 

 
鋼製高 

(堤高) 
開口幅 部材間隔 

捕捉対象 

(土石流区間) 

3 号ダム(B 型) 6.0m(8.0m) 15.0m D95×1.5 土石流 

①47 号床固 

(T 型) 

2.5m(5.2m) 

2.0m(5.2m) 
26.0m D95×1.0 土石流 

②42 号床固 

(T 型) 

4.0m(8.0m) 

3.0m(8.0m) 
27.0m D95×1.0 土石流 

③40 号床固 

(T 型) 
2.0m(7.5m) 27.0m D95×1.0 土石流 

④36 号床固 

(T 型) 
3.0m(7.0m) 37.0m D95×1.0 土石流 

⑤34 号床固 

(T 型) 

2.5m(5.7m) 

2.0m(5.7m) 
27.0m D95×1.0 土石流 

⑥31 号床固 

(T 型) 

2.5m(6.0m) 

2.0m(6.0m) 
28.0m D95×1.0 土石流 

5 号ダム(B 型) 4.0m(6.0m) 25.0m D95×1.5 土石流 

 

3．土石流・流木の捕捉後現地調査 

3.1美瑛川(1号堰堤,2号床固) 

流木の捕捉後の状況を図－3、1 号堰堤の流木捕捉前

後の状況を図－4 に示す。捕捉状況を確認したところ、土

砂の堆積はほとんど無く、流木のみの捕捉形態であった。

ここで、北海道開発局の発表 4）によると、1号堰堤では推定

1 万 m3の流木を捕捉したとされている。さらに 2 号床固より

下流では、流木が流出した痕跡は見あたらなかったことか 
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図－3 捕捉後写真(左写真：参考文献 4)より引用) 

 
図－4 1 号堰堤捕捉前後 

 

ら、鋼製堰堤による優れた流木捕捉効果が改めて確認され

た。なお、流木の捕捉過程については 1 号堰堤近傍に

CCTV が設置されており、時間ごとの流木捕捉状況が確認

されている。(国土交通省北海道開発局旭川開発建設部資

料) 

 

3.2オチウシナイ川 

土石流の捕捉状況を図－5～8 に示す。オチウシナイ川で

は、8基中 4基(3号砂防ダム～36号床固)で土石流等の土

砂捕捉が確認された。上流の 3号砂防ダム並びに 47号床

固では、開口部全体を閉塞するようない土砂捕捉が確認さ

れ、また、下流の 40号床固および 36号床固においては土

砂等が蛇行したと想定される捕捉形態が確認された。特に、

3 号砂防ダムでは、部材間隔が D95の 1.5 倍で配置されて

いたが、土石流等を見事に捕捉している状況が認められた。 

ここで、T型の機能部材 5）(部材間隔：D95の 1.0倍)による

捕捉状況をみると、設計礫径以下の礫でアーチアクション

を発揮し、開口部閉塞されて土石流が捕捉されている状況

が確認された。また、設計礫径程度の礫が衝突したと考え

られる機能部材を含む鋼管部材では、へこみ変形や破損

等は認められず健全な状態であることが確認された(図－9)。 

 

4．おわりに 

今回の調査では、連続設置されている鋼製堰堤において

土石流ならびに流木の捕捉が確認され、これらは下流域の

被害軽減に多大な効果があったもの考えられる。特に、美

瑛川（B型）では、幹材の他に枝葉根がよく絡み合ってい捕

捉されている状況が認められ、指針 6）に明記されていると

おり鋼製堰堤の高い流木捕捉効果を確認することができた。

さらに、流木捕捉状況が確認できる貴重なデータが撮影さ

れていることから、今後、この動画を用いて流木捕捉状況を

確認し、流木捕捉工の改良等に繋げていければと考える。 
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図－5 3 号砂防ダム捕捉状況(上下流) 

 
図－6 47 号床固工捕捉状況(上下流) 

 
図－7 40 号床固工捕捉状況(上下流) 

 
図－8 36 号床固工捕捉状況(上下流) 

 
図－9 礫捕捉状況 
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