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1．はじめに

　五十嵐川は烏帽子岳（標高1，350m）に源を発し、旧下田村（現三条市）の丘陵地を流下

して三条市において信濃川と合流する、流域面積31ぴ1㎞、幹線流路延長38．7㎞の一級河川

である。

　治水対策としては、洪水調節などを目的として昭和39年度に笠堀ダムが、平成5年度に

大谷ダムが完成しているが、河川改修については昭和8年～12年に行われた大改修以降の

記録はなく、河道の特徴としては、下流の三条市街地に近づくにつれて川幅が徐々に狭く

なり、最下流端である信濃川との合流点が最も狭くなっていることである。

　刈谷田川は守門岳（標高1，540m）に源を発し、栃尾市の山間部を経て見附市、旧中之島

町（現長岡市）の中心市街地を貫流し、信濃川に合流する、流域面積239．8㎞、幹線流路延

長53．5㎞の一級河川である。

　昭和36年、39年の集中豪雨において甚大な破堤氾濫被害を生じたため、その対策として、

一定計画に基づく災害復旧助成事業によりほぼ全川にわたり改良復旧を実施した。また、

上流では昭和56年に刈谷田川ダムが完成しており、ダム完成後は、平成16年の「乳13新潟

豪雨」までの間、大きな被害を生じる災害は発生しなかった。

2平成16年「Z13新潟豪雨」

　日本海から新潟・福島県境付近

に停滞していた梅雨前線が、平成

16年7月12日夜から活発化して大

雨になり、13日朝から昼過ぎにか

けて三条地域、長岡地域を中心に

非常に激しい雨が降り続き、三条、

長岡、宮寄上、津川などでこれま

での最大日雨量の記録を更新した。

　梅雨前線は14日には東北地方ま

で北上したが、15日には再び新潟

県付近に停滞し、18日に福井県付

近に南下するまで、中下越地方の

所々で激しい雨が降り続いた。

　この大雨の影響で、中越地方を

…・・　㍉　／　珊川

〆　ξ’汀

中心に広い範囲で浸水被害が発生　　　　　　　五十嵐川・刈谷田川の位置図

し、三条地域を流れる五十嵐川、　　　　　　　　　　　　　　　⑱

＊新潟県河川管理課
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写真一1三条市街地・浸水状況　　写真rl告⊇菖爵串之群状況

写真一・五?B糟らの越水状況　写真碕中齢中遷被害

写真一3　五十嵐川　堤防からの越水状況　　　　写真一6　救助の状況（見附市南本町）

　　　　　　（三条市三竹）
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長岡地域を流れる刈谷田川でも、現況流下能力を上回る出水による護岸の欠壊、堤防の破

堤、越水による家屋浸水被害等、甚大な被害が発生した。

　各地で避難指示や避難勧告が出されたが、13日午後1時頃に、五十嵐川では信濃川合流

点から約3．4㎞付近（三条市諏訪地内）において大規模な破堤が発生し、五十嵐川南部（嵐

南地区）を中心に9名の死者が出るなど、五十嵐川、刈谷田川流域を中心に県下で死者15

名を出す大災害となった。

五十嵐川、刈谷田川流域での降雨及び被害状況

　〇五十嵐川流域

　　・時間最大雨量（笠堀ダム）　　　　　73㎜

　　・24時間最大雨量（笠堀ダム）　　　　473㎜

　　・浸水面積　　　　　　　　　　　1，320ha

　　・全半壊家屋　　　　　　　　　　　　7戸

　　・浸水家屋　　　　　　　　　　　　6，651戸

　○刈谷田川流域

　　・時間最大雨量（刈谷田川ダム）　　　51㎜

　　・24時間最大雨量（刈谷田川ダム）　　426m

　　・浸水面積　　　　　　　　　　　1，153ha

　　・全半壊家屋　　　　　　　　　　　361戸

　　・浸水家屋　　　　　　　　　　　　2，031戸

3．河川災害復旧助成事業による復旧

　五十嵐川、刈谷田川ともに現況流下能力を上回る洪水による堤防の破堤、越水による浸

水被害が発生したことから、破堤箇所の築堤などの原形復旧を行っても再度災害を防ぐこ

とができない。このため、新潟県の目標である「安全で安心できる県土とくらしづくり」

を目指し、再度災害防止の観点から「7．13新潟豪雨」規模の洪水に対して安全に流下でき

ることを目標に改良復旧を行うこととし、河川災害復旧助成事業等の事業採択を受けた。

　五十嵐川の対策としては、河積の拡大として築堤、河道拡幅、河床掘削を行い、併せて

下流蛇行区間の法線の改善、堤防保護のための護岸設置、漏水の恐れがある箇所には漏水

対策を行うこととした。

　また、刈谷田川の対策としては、高水敷掘削を主体とする河道掘削、破堤した旧中之島

町中之島地区での屈曲部の是正、堤防強化対策を行うとともに、見附市上流域に貯留施設

（遊水地）を新設し、河道への負担を低減させ、下流域の安全度の向上を図ることとした。

　なお、五十嵐川、刈谷田川の河川災害復旧助成事業による下流域への流出負担について

は、刈谷田川下流部（補助）及び信濃川本川（直轄）による「河川災害復旧等関連緊急事

業（復緊）」により解消され、助成事業と併せて信濃川下流域の治水対策が集中的に実施さ

れることとなる。
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五十嵐川、刈谷田川の災害復旧助成事業の概要

　〇五十嵐川

　　復旧延長　　　　　　　　　　　　3，900m

　　全体事業費　　　　　　　　　　　　363億円

　　主な工種

　　　土工（掘削、築堤）　　　　　　　　　1式

　　　護岸工　　　　　　　　　　　　　3，900m（両岸）

　　　樋門工　　　　　　　　　　　　　6基

　　　橋梁架替工　　　　　　　　　　　4橋

　○刈谷田川

　　復旧延長　　　　　　　　　　　　20，315m

　　　刈谷田川工区　　　　　　　　18，100m

　　　稚児清水工区　　　　　　　　　　2，215m

　　全体事業費　　　　　　　　　　　　384億円

　　主な工種（全体）

　　　土工（掘削、築堤）　　　　　　　　　1式

　　　護岸工　　　　　　　　　　　　54万㎡

　　　樋門工　　　　　　　　　　　　　1基

　　　橋梁架替工　　　　　　　　　　　4橋

〇五十嵐川復旧標準横断図

○刈谷田川復旧標準横断図
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4．新潟県中越大震災

　「7．13新潟豪雨」から3ヶ月を経た10月23日午後5時56分頃、中越地方を震源域とする

マグニチュード6．8の地震（新潟県中越大震災）が発生した。

　震源地の川口町では震度7を記録し、中越地方を中心に死者46名、負傷者4，793名、家屋

被害11万9，445棟、公共土木施設では3，539箇所、被害総額1，123億円（内、河川災445箇所、

114億円）にのぼり、堤防の決壊、道路の寸断、地すべりなど大規模かつ広範囲にわたり壊

滅的な被害を受けるという未曾有の大災害となった。

○新潟県中越大震災による被害状況

■一般被害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成17年4月26日9：00現在

住家被害
区分

死者 行方不明 重傷 軽傷 鰻 大規模半壊 半壊 一部半壊

非住家被害

�､施設＋その他

単位 人 人 人 人 棟数 世帯 棟数 世帯 棟数 世帯 棟数 世帯 棟

県計 46 0 631 4，162 2，826 2，832 1，993 1，994 10，870 11，083 103，756 109，403 38，107

■公共土木施設被害（災害査定決定額）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円）

県工事 市町村工事 合　　計

工種 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額

河　　　川 417 110．2 28 3．5 445 113．7

道　　　路 926 498．1 1，678 255．7 2，604 753．8

橋　　梁 44 27．0 45 7．6 89 34．6

砂防設備 74 31．0 74 31．0

下水道 21 16．0 269 166．9 290 182．9

公　　　園 3 0．5 34 6．3 37 6．8

合　　　計 1，485 682．8 2，054 440．0 3，539 1，122．80

■土砂災害　　　　　　　　（単位：億円）　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　箇所数　　　事業費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がけ崩れ対策　　　　　　42　　　　10．8

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※災害関連地域防災がけ崩れ対策事業対応

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（市町村工事）

箇所数 事業費

砂　　　防 6 20．2

地すべり 52 174．4

急傾斜 20 33．2

計 78 227．8

※災害関連緊急事業対応（県工事）

■都市施設災害　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：億円）

県工事 市町村工事 合　　計

工種 箇所 金額 箇所 金額 箇所 金額

都市施設 0 0 23 8．4 23 8．4
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5．液状化により崩壊した刈谷田川堤防

　刈谷田川が貫流する見附市及び旧中之島町でも

震度5強を記録した。刈谷田川の堤防は「7．工3

新潟豪雨」により脆弱化している恐れがあるため、

地震発生直後に緊急点検に入り、その結果、国道

8・号～上越新幹線の区間（約2㎞）の堤防天端に

深さ1～2mのクラックが生じていること、堤防

法面の側方流動により背後の家屋に土砂が押し寄

せている・とを蹴した・　　　　　顎〔‘附離誓欝P亀裂
　また、刈谷田川全域にわたり、明治・大正時代

の1日河道と考えられる堤内地で液状化による噴砂

現象が数多く見られ、このうち、液状化による堤

防本体の狽傷は4箇所、総延長84］．mにのぼった。

　新潟県中越地方は日本有数の豪雪地帯であり、春

先の融雪出水により甚大な被害の発生が懸念され

るため、限られた時間での復旧を余儀なくされた。

グデータと液状化による堤防破壊を復旧した先進

事例を参考に被災状況を類型化し、それぞれの被

災形態別に復旧工法を検討した。

　亀裂が生じているが概ね被災前の堤防形状を

保っている場合は、「亀裂部分の再築堤（切り返

し）」を行うものとし、堤防天端や法面が著しく崩

壊し、法尻が側方に変形している場合は、「築堤基

復旧計画の立案に当たっては、既存のボーリン　　　　写真一8　堤防天端の亀裂
＿　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　（旧中之島町中之島）

盤の地盤改良後再築堤する工法」を採用した。　　　　写真＿9　堤防法面の側方流動

　地盤改良の範囲は、液状化抵抗値による液状化　　　　　　　（見附市山吉）

判定及び改良体の安定計算により決定し、土被り荷重が小さい法尻付近を改良することと

した。地盤改良工法の選定に当たっては、改良深さ、施工スペースが狭く民家が近接して

いる現場条件や経済性を考慮し、セメント系固化材による深層混合処理工法を採用した。

　また、特に背後の民家が密集する区間においては、施工中の地盤変動がより少ない低圧

変位高圧噴射撹絆工法とし、堤防の再築堤については、施工時期が冬期の降雪時期となる

ため、石灰を添加し含水比を下げることにより施工性を確保した。

　「7．13新潟豪雨災害」の記憶も冷めやらぬ間の地震の発生で、住民の刈谷田川堤防に対

する不安は最高潮に達しており、その不安を少しでも払拭するため、数回にわたる地元説

明も実施しながら、10月25日から緊急堤防復旧工事と現堤防全面の仮堤防工事を24時間体

制で実施した。
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応急復旧 本復1日区分
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・②函Dについては仮箇切りを参考一2のように行ラ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・⑤の基礎処理については．地質演査を行い実施を検討
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰ　ロエのムについてはピロ　にぽじてロエするド
　　　　　　　　　刈谷田川　堤防天端の被災形態別復旧工法

6．これまでの復旧状況

　五十嵐川、刈谷田川ともに、今夏の出水期に再　　　　　　　　　　　↓．・．．．．．，　．・1

度の水害を発生させないための対策を再優先課　∫：・・、どー．∵ここ．1・：．『　　、．、．・．、τ

多くの家屋移転を伴うため、事業区間の全域で

関係者への説明を綿密に行い、地域の全面的な

協力を得ながら事業を進めることとしている。

〈工事関係〉

〇五十嵐川

　これまでに、破堤箇所や越水箇所の堤防の補　写真一10五十嵐川　越水箇所の堤防復旧
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（三条市三竹）
強、河積を阻害している道路橋（一新橋）の撤　　　一…一．一．．．＿．．．．一～．．．、　．

去を終了するとともに、用地買収を伴わない中　　　　　　』　　　　　　　　Σ

流域を中心に、本築堤や河道掘削などに着手し

ている。

○刈谷田川

　破堤した旧中之島町中之島地区（屈曲部の是

正区間）での仮築堤や上流部の破堤箇所での本

築堤、震災で脆弱化した堤防の復旧（固化材の

高圧噴射撹拝による堤体の強度改良及び護岸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　写真一11五十嵐川　河積阻害物
工）を終了している。　　　　　　　　　　　　　　　　　　（一新橋）の撤去
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一一一一一一　　L　　’　　　・‘
1’　プ　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　［
　　・・一一　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1♂’・　、

§

写真一12　刈谷田川　破堤箇所の堤防復旧状況　　　　写真一13　刈谷田川　堤防復旧状況
　　（1日中之島町中之島　屈曲部是正区間）　　　　　　　　　　（見附市山吉町）

〈用地関係〉

　五十嵐川は、事業区問の下流部（三条市街地）を中心に約340棟、刈谷田川は、旧中之島

町中之島地区の屈曲是正区間を中心に約140棟の家屋移転を予定している。いずれも地域の

存続にかかる大規模な移転であり、特に移転先の確保は重要な課題となっているが、三条

市や旧中之島町（現長岡市）、見附市などと連携し、関係者のご理解及びご協力をいただき

ながら用地の取得を進めている。

7．今後の課題

　五十嵐川、刈谷田川ともに市街地を貫流しており、広く市民による河川の利用が行われ

ていることから、河川空間利用などの利用環境に対する地元のニーズを把握し、極力整備

に反映させるとともに、動植物の生息・生育環境に配慮した川づくりを行いたいと考えて

いる。

　また、河道掘削により発生する大量の土砂の扱いも、重要課題の一つである。関連する

公共事業との連携により、五十嵐川、刈谷田川の双方から発生する土砂の有効利用を促進

し、事業効果が早期に発現できるよう、関係者との連携を強化したいと考えている。

8．終わりに

　今年の冬は、水害や震災で壊滅的な被害を受けた県土を19年ぶりの大雪が襲い、地震で

地盤が緩んだ山間部では、雪解けとともに土砂崩れや雪崩が頻発し、未だ予断を許さない

状況が続いていますが、「元気だしていこ一！新潟」をスローガンに、本格的な復旧、復興

がスタートしたところであります。　　　　　　　　　　　．

　最後になりますが、水害及び震災の発生直後より応急措置及び復旧方針の指導をいただ

いた国土交通省並びに災害復旧技術専門家の方々、人的応援をいただいた各都道府県の

方々、また、不眠不休で復旧工事にご尽力いただいた工事関係者の皆様に、この場をお借

りて御礼申しあげます。
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