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(1) 発生日時
平成30年9月6日 3:07

(2) 震源地等（暫定値）
震 源 地 胆振地方中東部
規 模 マグニチュード6.7
深 さ 37㎞
最大震度 ７（厚真町）

(3) 被害の概要
人的被害 死亡41人、重傷19人 ほか
建物被害(住家) 全壊433戸、半壊1,425戸 ほか
住民避難 3町 6箇所 96人（累計16,649人）

地震の概況

今後の対応

※ 北海道（11/19時点）

安平町

厚真町避難所での支援状況

厚真ダム余水吐の土砂撤去河道閉塞箇所の土砂撤去

TEC-FORCEによる被災状況調査

鵡川水系鵡川の国管理区間において堤防の縦・横断亀裂
が発生。9月13日緊急復旧工事を完了

地震発生後、日高自動車道(L=56.3㎞)を全面通行止め。
9月9日応急復旧工事が完了し、全面通行止めを解除

苫小牧港においてｺﾝﾃﾅﾀｰﾐﾅﾙの液状化による被害が発生。
9月9日までに仮復旧が完了。(その他の港湾においては、
発災直後の停電に伴う荷役機械の停止はあったが、電力
復旧に伴い再稼働。)

山腹崩壊により厚真ダムの余水吐に倒木や土砂が流入。
自衛隊の協力も得て、9月29日倒木や土砂の除去を完了。

(1)所管施設における緊急的な対応

【河川】

【道路】

【港湾】

【農業】

(2)被災地支援 【ＴＥＣ－ＦＯＲＣＥの派遣 2,897人・日】

被災状況調査（ヘリコプターによる調査、現地調査（道路、
河川、砂防）、橋りょう点検）
応急対策（道路啓開、河道土砂撤去、給水支援、入浴・洗濯
支援）
情報通信（Ku-SATによる映像配信）
技術支援（天然ダム監視、応急対策工法技術指導）
タイムライン作成・調整支援（厚真町）

北海道開発局内に復興・強靱化推進本部を設置（平成30年10月5
日設置済）し、北海道庁及び町等と連携し、早期の復旧・復興に
向けた調整を行う。

来年の営農に影響が生じないよう、撤去を予定していた取水施設
や被災水路の応急復旧等により暫定的な用水を供給するとともに、
北海道や町等と連携し、農地・農業水利施設の復旧を推進する。

北海道知事からの要請を踏まえ、厚真川水系３河川において新た
に国直轄による緊急的な砂防工事を実施する(自治体支援)。

これまでの対応

北海道胆振東部地震への対応について



平成30年北海道胆振東部地震による主な国管理施設被害状況について

苫小牧港東港区、西港区 ［約２２億円］
・物揚場本体工の海側へはらみだし等

平成30年胆振東部地震による国所管施設の被害概要 ※［］：被害額（H30.11.21時点）

日高幌内川

砂防

港湾

農業

厚真川水系日高幌内川、東和川、
チケッペ川 ［約42億円］
・河道閉塞の対策等

直轄砂防災害関連緊急事業

段差30cm

E 63 日高自動車道 ［約8億円］
・路面段差等

道路

国営かんがい排水事業 ［約485億円］
勇払東部地区、新鵡川地区、早来地区、道央用水地区
・厚幌導水路（管水路φ2000㎜）の破損等

E63 日高自動車道

河川

鵡川、沙流川、茨戸川、石狩放水路
・堤防縦･横断亀裂等 ［約10億円］

■胆振東部地震による北海道開発局が所管する施設の被害額は①農業（国営かんがい排水事業）：勇払東部地区、新鵡川地区、早来地区、
道央用水地区～約485億円②河川：鵡川、沙流川、茨戸川、石狩放水路～約10億円➂道路：E 63 日高自動車道～約8億円➃港湾：苫小
牧港東港区、西港区～約22億円

■この他、北海道知事の要請を踏まえ、「直轄砂防災害関連緊急事業」を厚真川水系日高幌内川、チケッペ川、東和川で実施～約42億円
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農業事業



■ 特に被害の大きかった勇払東部地区において、来年の営農に影響が生じないよう、農道の仮復旧や、撤去を
予定していた取水施設の利用・被災した水路の応急復旧等により暫定的な用水を供給するとともに、北海道
や町等と連携し、農地・農業水利施設の復旧を推進

■ 勇払東部地区の用水受益約2,800haのうち、現時点で約2,600haについては、来年の営農に必要な用水の手当
が可能となる見込み

直轄災害復旧事業 勇払東部地区 概要

地区名 勇払東部地区

関係町 勇払郡 厚真町

全体復旧計画概要 厚真ダム 余水吐、取水施設、法面等
頭首工 ２箇所
揚水機 １箇所
用水路 L=18.2km

災害復旧事業費 H30年度予算：約35億円
（復旧事業全体額：約410億円）

H30年度の主な復
旧内容

・暫定的な用水確保のための工事
・ダム復旧の準備工事
・用水路の一部復旧工事

■被災したパイプライン上の陥没した農道の仮復旧状況

被災状況

■厚真ダム 左岸法面 被災状況

厚幌導水路の被災により沈下した
農道の仮復旧状況（11/9）

■暫定的な用水確保のための工事（接続水路を設置し旧用水路から用水を供給）

旧用水路

接続水路 測量状況（11/9）※イメージ

パイプラインからの漏水ダム左岸法面崩落

国営勇払東部土地改良事業

■用水路 被災状況
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直轄災害復旧事業 その他

○直轄災害復旧事業概要

地区名 新鵡川地区 早来地区 道央用水地区

関係町 勇払郡 むかわ町 勇払郡 安平町 夕張市

全体復旧
計画概要

用水路 L=9.６km
排水路 L=0.1km

瑞穂ダム
貯水池内流入土砂等排除
堤体天端の復旧

夕張シューパロダム
ダム貯水池法面復旧 １式
管理用道路復旧 １式

災害復旧
事業費

H30年度予算：約16億円
（復旧事業費全体額：約43億円）

H30年度予算：約2.8億円
（復旧事業費全体額：約32億円）

H30年度予算：約0.2億円
（復旧事業費全体額：約0.3億円）

H30年度の
主な復旧内容

・土砂流入による閉塞した用水路
の暫定水路の設置

・用水路の一部復旧工事

・ダム堤体天端の復旧にむけた調査
及び準備工

・準備工

暫定水路の設置

幹線用水路（開）：被災

【新鵡川地区】
○用水路被災状況
・流入した土砂による用水路の閉塞

【早来地区】
○瑞穂ダム被災状況
・貯水池内への土砂流入

【道央用水地区】
○夕張シューパロダム被災状況
・ダム貯水池法面の崩壊

※国土地理院撮影 空中写真

■ その他３地区についても直轄災害復旧事業に着手

■ ３地区とも来年の営農に必要な用水について、手当できる見込み
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砂防事業



国土交通省

北海道開発局
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北海道胆振東部地震による土砂災害状況

■平成30年北海道胆振東部地震では、厚真川流域を中心に多数の山腹崩壊が発生。

■日高幌内川では幅約400mの尾根部が約500m滑動し、長さ約1,100mにわたる河道閉塞が発生。チケ
ッペ川、東和川においても大規模な山腹崩壊が発生し、河道内に堆積した不安定土砂等の再移動に

よる二次災害発生のおそれ。

チケッペ川の山腹崩壊状況 厚真町役場
あつまちょう

チケッペ川
山腹崩壊箇所

安平町

あびらちょう

厚真町

あつまちょう

東和川
山腹崩壊箇所

チケッペ川支川
山腹崩壊箇所

日高幌内川
河道閉塞箇所

位置図

北海道

厚真町
あつまちょう

チケッペ川支
川

閉塞部の高さ
約50m

閉塞部の長さ
約1,100m

幌内地区

斜面崩壊の幅
約400m

約500m

約600m

斜面崩壊部の移動量
約500m

※ 数字については今後の調査により変更となる場合があります

日高幌内川の河道閉塞状況

既設砂防堰堤

日高幌内川

日高幌内川の河道閉塞箇所チケッペ川支川の山腹崩壊状況

チケッペ川支川

東和川

東和川の山腹崩壊状況
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直轄砂防災害関連緊急事業の実施

※現地調査等の結果によっては、施設の位置等は変更となる場合があります。

砂防堰堤の整備イメージ

■北海道知事から国土交通大臣に対し、膨大な崩壊土砂が堆積し河道閉塞が発生している日高幌

内川や厚真町市街地に近いチケッペ川、東和川について、国直轄による対策を要請。

■この要請を踏まえ、日高幌内川、チケッペ川、東和川において新たに国直轄による緊急的な砂

防工事を実施。

■日高幌内川では、水路工、遊砂地工等を整備。チケッペ川、東和川では砂防堰堤を整備。

チケッペ川支
川

幌内地区

遊砂地工

水路工

掘削工
法止めブロック工

※現地調査等の結果によっては、施設の位置等は変更となる場合があります。

既設砂防堰堤

日高幌内川

日高幌内川における対策工のイメージ

チケッペ川・東和川における対策工のイメージ

遊砂地の整備イメージ

厚真町役場

あつまちょう

チケッペ川
山腹崩壊箇所

安平町

あびらちょう

厚真町

あつまちょう

東和川
山腹崩壊箇所

チケッペ川支川
山腹崩壊箇所

日高幌内川
河道閉塞箇所

凡 例

：砂防堰堤

：遊砂地工
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事業の推進体制～「厚真川水系土砂災害復旧事業所」の設置～

平成30年10月2日 報道発表資料

■平成３０年北海道胆振東部地震により北海道勇払郡厚真町を中心に発生した土砂災害に対し、

新たに直轄で土砂災害対策を進めることから、その推進体制を強化するため、事業を担当する

北海道開発局室蘭開発建設部に「厚真川水系土砂災害復旧事業所」を設置。

厚真川水系土砂災害復旧事業所執務室事業所の看板掲示

■厚真川水系土砂災害復旧事業所 開所式
日 時：平成30年10月3日(水)11:00～11:20
場 所：苫小牧河川事務所
出席者：倉内北海道開発局建設部長、米津室蘭開発建設部長

厚真川水系土砂災害復旧事業所長 ほか 合計２３名

職員を前に野呂事業所長の決意表明


