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１．はじめに
本事務所では 2013（平成 25）年５月に三重
県津市に中勢支所を設置し，国営施設機能保全
事業「中勢用水地区」（以下「中勢用水地区」
という。）を実施してきている。本稿では，そ
の事業概要と堆砂対策の一環で設置した貯砂堰
堤について紹介する。

２．地区の概要
本地区は，三重県のほぼ中央に位置する津
市及び亀山市の２市にまたがる受益面積約
3,200ha の水田農業地帯である。水稲を基幹と
して水田畑利用による小麦，大豆を組み合わせ
た土地利用型の農業が定着しているほか，キャ
ベツ等の野菜，さつき等の花木，みかん等の果
樹等，多様な農産物の生産が行われている。
本地区の基幹的な農業水利施設である安濃ダ
ム，第三頭首工，幹線水路等は，国営中勢用水
土地改良事業（1972（昭和 47）～ 1990（平成２）
年度）により造成された。
安濃ダム（写真１）は 1989（平成元）年 11
月に完成した重力式コンクリートダムであり，
主な諸元は表１のとおりである。

３．国営施設機能保全事業の概要
近年，施設の老朽化やダム貯水池内堆砂の想
定以上の進行により，施設機能の低下や維持管
理負担が増加してきた。このため，施設機能の
維持・保全，施設の長寿命化を図ることを目的
に，2012（平成 24）年度国営施設機能保全事

業に着手し，安濃ダムの堆砂対策，第三頭首工
や幹線水路等の改修を行っている（2023（令和
５）年度完了予定）。
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表１　安濃ダムの主な諸元

貯水池 流域面積 27.5km2

総貯水量 10,500千m3

有効貯水量 9,800千m3

常時満水位 EL172.0m

堤　体 型　　式 重力式コンクリートダム

堤　　高 73.0m

堤　　長 212m

洪水吐 型　　式 ゲート付き越流式

設計洪水量 730m3/s

写真１　安濃ダム全景
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４．安濃ダムの堆砂対策
（１）堆砂状況
安濃ダムの計画堆砂量は，流域の地形地質等
を考慮して比堆砂量 300m3/km2/ 年，供用年数
80 年として算出し、660 千 m3（300m3/km2/
年× 27.5km2 × 80 年）となっている。
1990（平成２）年度から施設管理者である三

重県が，毎年，貯水池に設けた計 17 測線の横
断測線において深浅測量を実施，横断面図を作
成し平均断面法により堆砂量を算出している。
2009（平成 21）年の堆砂量は計画堆砂量の約
９割の 586 千 m3 であった。
供用期間末（2069 年）における想定堆砂量は，

2009（平成 21）年の堆砂量 586 千 m3 を基準と
して，ダム集水域の森林整備が概ね落ち着いた
2002（平成 14）年からの平均年堆砂量を 10.9
千 m3/ 年とした場合，1,240 千 m3 に達するこ
とになる。
（２）堆砂対策の考え方
2011（平成 23）年５月に策定された「施設

の長寿命化に関する計画」（東海農政局）にお
いて，ダムの堆砂については，「堆砂の進行状
況から堆砂機能を標準耐用年数（80 年）以上
発揮させることを目指し，計画的，効率的に堆
積土砂の除去等を実施する。」ことを基本方針
とし，機能保全対策として，「堆砂により貯水
機能の低下が進行しているため堆砂除去等を行
う。」としている。
ストックマネジメントの考え方に基づき，複
数の堆砂対策シナリオを設定し，ライフサイク
ルコストが最適な除去対策シナリオを選定し
た。そのシナリオは，国営施設機能保全事業に
おいて貯水池内堆砂除去と併せて貯砂堰堤を設
置し，計画的に堆砂除去を行うことがライフサ
イクルコスト低減の観点から有利であるという
ものである。具体的には，国営施設機能保全事
業の期間中に 131 千 m3 の堆砂を除去し，完了
後から供用期間末迄の間は計画的に 465 千 m3

の堆砂を除去することにより，堆砂量を計画の
660 千 m3 に抑えることとするものである。堆

砂除去作業を容易に実施する手法として設置す
る貯砂堰堤の設置は、水位が下がった時にドラ
イ施工が可能となる観点から決定している。

図１　堆砂対策の考え方

５．貯砂堰堤
（１）設計
１）貯砂堰堤の設置位置の選定
貯砂堰堤の設置位置は，安濃ダム湖内への土

砂流入を効果的に抑えるため，背後に抱える流
域面積が大きく効率的な堆砂捕捉が可能であ
り，かつ河道幅が狭く造成コストを抑えること
ができる位置とした。さらに，設置後の維持管
理作業として，堆積土の搬出作業（ドライ掘削，

図２　貯砂堰堤の設置位置
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ダンプトラック運搬）が容易な箇所となること
に留意し，図２に示す２箇所を選定した。
なお，安濃ダムでは建設時にダム池敷直上流
の地区で背砂現象が起こることが懸念され，水
理模型実験と背水計算を実施し影響を検討した
経緯がある。このため，１号貯砂堰堤の建設に
よる背砂現象の発生の有無を確認することとし，
背水計算を行いダム建設当時の水理検討結果と
も比較した。その結果、背砂現象は発生せず直
上流の地区への影響は生じないことを確認した。
貯砂堰堤の規模は，堆積土砂の除去作業を考
慮し２年分の堆砂量を貯砂することが可能な
規模とした。貯砂必要量は、想定年堆砂量 10.9
千 m3 に，それぞれの河川の流域比（１号貯砂
堰堤の流域：21.9km2，２号貯砂堰堤の流域：
4.2km2）と別途求めた捕捉率（土質試験より得
られた粒度分布結果からシルト分及び粘土分を
除く土粒子比率を 85％とした）から算出した。
・１号貯砂堰堤
1.09千m3× 21.9km2/27.5km2 × 0.85=7.4千m3

・２号貯砂堰堤
1.09 千m3 × 4.2km2/27.5km2 × 0.85=1.4 千m3

続いて，貯砂堰堤内での堆砂形状の不陸や流
入土砂量の変動を考慮して，河道調節率（洪水
時の流下する土砂のうち一時河道内に貯留され
る土砂の量と、生産土砂量の割合）の標準値で

ある 20％の余裕を付加し，２年分の貯砂容量
を確保するとして，１号及び２号貯砂堰堤の合
計で 22 千m3 を設計規模とした。
・１号貯砂堰堤
7.4 千 m3 ÷（1-0.2）＝ 9.25 千 m3 → 9.3 千 m3

9.3 千 m3 ×２年間＝ 18.6 千 m3

・２号貯砂堰堤
1.4 千 m3 ÷（1-0.2）＝ 1.75 千 m3 → 1.8 千 m3

1.8 千 m3 ×２年間＝ 3.6 千 m3

貯砂堰堤の構造は，砂防，治山堰堤の代表的
な構造に倣い，①重力式コンクリート堰堤，②
コンクリートブロック堰堤，③鋼製枠堰堤を比
較検討した。その結果，１号堰堤については施
工性，経済性に優れる「コンクリートブロック
堰堤」に，２号堰堤については計画位置に既設
堰堤があるため，既設利用（嵩上げ）とした。
コンクリートブロック堰堤は砂防用工法であ

り，ブロック脚部が相互にかみ合う形状で一体
性を確保し，外力に強い構造となっている。ブ
ロックは別途設けるヤードでダムの水位に関わ
らず製作することができるため施工時期の制約
がないこと，据付が容易で短期間ででき , かつ
完全なドライワークでなくても施工が可能とい
う利点がある。また，透水性に優れ，土砂の粒
径に合わせて堤体の空 率を自由に調節するこ
とが可能である。　

図３　１号貯砂堰堤平面図

図４　１号貯砂堰堤横断図

常時満水位（EL172.0m）
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表３　１号貯砂堰堤の主な諸元

堰 堤 長 64.185m
堤 　 高 5.85m
天 端 高 EL163.50m
堤体底幅 8.265m
水通し幅 31.0m
設計流量 605m3/s
貯砂容量 18,600m3

型 　 式 コンクリートブロック型式

表４　２号貯砂堰堤の主な諸元

堰 堤 長 45.7m
堤 　 高 10.0m
天 端 高 EL162.83m
堤体底幅 9.1m
水通し幅 25.0m
設計流量 116m3/s
貯砂容量 3,600m3

型 　 式 既設堰堤嵩上げ（重力式）

２）構造計算
設計に当たっては，三重県砂防技術指針（案）
に基づくこととした。同技術指針（案）では，
不透過型砂防堰堤における安定計算に用いる設
計外力は，堤高 15m未満の場合，常時及び洪
水時の静水圧，堆砂圧，本体自重である。また，
本施設はダム水位上昇により水没するため，浮
力を考慮する必要がある。
越流部と非越流部のそれぞれにおいて，転倒

に対する安全性（堰堤の自重及び外力の合力作
用線が底部の中央 1/3 以内に入ること），滑動に
対する安全性（堰堤底と基礎地盤との間で滑動
を起こさないこと），基礎地盤の破壊に対する安
全性（地盤の受ける最大圧が地盤の許容支持力
以内であること）に関し，安定計算を行った。なお，
最も厳しいケースは洪水時（浮力なし）であった。

図５　１号貯砂堰堤断面図

表２　１号貯砂堰堤のブロック構成

図６　計算ケースと模式図
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（２）施工
ダム貯水池内での工事となるため，工事実施
地点が水面上に出るまで水位を下げる必要が
ある。過去のダム運用実績から貯水制限によ
る影響を分析した結果，高温障害対策の利水
ピークを過ぎる８月 11 日から 30 日間で貯水位
をEL154.5 ｍに制限することで，当年及び翌年
迄の水位回復に影響が最も少なくなることが分
かった。このため，８月から９月における掘削
工や本体工の施工に当たっては，水位の変動を
見つつ関係土地改良区の理解を得て水位調整を
実施した。
また，出水期施工となるため，常に出水に留
意して工事の安全に努めなければならない。出
水時の対策として，現場状況の把握、作業員や
資機材等の待避，大型土のうの流出防止対策を
実施した。

１号貯砂堰堤の堤長が約 64mと長いことか
ら，「半川締切」による施工とした。仮廻し流
量は，過去 10 年間におけるダム時間最大流入
量の５年確率流量とし 81.3m3/s とした。仮回
し水路の形式は「掘込み土水路」を採用し，屈
曲部及び基礎掘削部に隣接する区間はシートに
より保護した。また，仮設道路との交差部では
仮設コルゲートパイプを敷設した。
１号貯砂堰堤から約 1.0km 上流にブロック
製作のためのヤードを造成した。ヤードの面積
は約 4,000m2 であった（なお，堰堤以外の護
床ブロック製作も同時に行った）。ヤードから
運搬したブロックは 60t ラフテレーンクレーン
で据付け，端部や排水工（ボックスカルバート）
の接合部はコンクリートで間詰めした。
　

　
図７　１号及び２号貯砂堰堤の工事工程表

図８　１号貯砂堰堤の右岸本体工 図９　１号貯砂堰堤の左岸本体工 図10　１号貯砂堰堤の施工フロー
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図11　ブロック製作ヤードの位置図

写真３　ヤード（ブロック製作中）

写真５　１号貯砂堰堤本体工（据付）

写真６　１号貯砂堰堤本体工（間詰）

写真８　２号貯砂堰堤完成

写真７　１号貯砂堰堤完成

写真４　ヤード（仮置き）

写真２　ヤード（造成前）
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（３）効果発現
貯砂堰堤造成後の 2017（平成 29）年及び

2018（平成 30）年，堆砂除去工事のために貯
水位を低下させたところ，貯砂堰堤の上流側に
土砂が堆積していることが確認された。この２
か年で貯砂堰堤上流部から除去した土砂の量は
表５のとおりであり，合計で 24.0 千 m3 であっ
た。これは想定年堆砂量の２か年分に相当する
量である。マルチビーム測深法を用いた貯水池
内堆砂測量により作成した貯水池堆砂縦断図
（図 12）においても，2017（平成 29）年の貯砂
状況から効果発現は明瞭であったことが確認で
きた。

表５　貯砂堰堤上流からの堆砂除去量

年度 １号貯砂堰堤 ２号貯砂堰堤
2017（H29） 3,280m3 720m3

2018（H30） 17,090m3 2,900m3

合計 20,370m3 3,620m3

一方で，2018（平成 30）年～ 2020（令和２）
年は，貯砂堰堤の上流での新たな堆砂は確認さ
れなかった（８月に水位を低下させ貯砂堰堤が
水面上に露出したときの目視確認と 11 月の堆
砂測量の結果による。2018 年に除去した土砂
は 2017 年に堆積した土砂である）。
2017 年のダムへの流入量と水位変化の関係

（図 13 及び図 14）を見ると，８月７日に最大
255m3/s，10 月 23日に最大 147m3/s の流入があ
り，それぞれにおいて貯砂堰堤の天端高（１号
163.50m，２号 162.83m）を越えて水位上昇した。

図13　2017年８～10月における
安濃ダムの貯水位と流入量

図14　2017年 10月 22～ 23日における
　安濃ダムの貯水位と流入量

2017 ～ 2019 年において，流入量が安濃ダム
操作規程における「洪水」である 46m3/s を超
えた降雨イベントは 2017 年が３回，2018 年が
２回，2019 年が２回であった（表６）。2017 年
の洪水時は，貯砂堰堤が水没した状態で安濃ダ
ム操作規程上の洪水基準（46m3/s）の２倍に
相当する流入があったことが分かる（表７）。
「ダムの堆砂とその防除（1982，吉良八郎）」

図12　貯水池堆砂縦断図
（上：１号貯砂堰堤，下：２号貯砂堰堤）
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によれば，「多くの掃流形式による堆砂実験の
結果，掃流土砂は背水上流端で水面勾配が緩と
なり，水深が深くなって，流速や掃流力が急減
する所で堆積し始め，さらに流速が小さく掃流
力を失う所まで続いて，その結果として堆砂現
象を示す」とされる。貯砂機能が十分に発揮さ
れるには貯水位が重要であり，貯砂堰堤が水没
するような状況になり流速が急減し掃流力を失
うと効果的に貯砂されると考えられる。
加えて，流入水に含まれる土砂の量（特に掃
流砂）も重要な因子となろう。最大流入量の大
きさのみでは一概に判断できないが，2017 年
は８月に最大流入量 255.44m3/s を記録した洪
水があり，流域山林から崩壊等により大量の土
砂が流入し，さらに上流の河道に堆積した崩壊
土砂が 10 月の洪水によってダムまで移送され
た可能性がある。
貯砂効果発揮の条件については，データが蓄
積されていくにつれて , より明らかになるもの
と期待される。

表６　2017～ 2019年の主な洪水

順位 発生日 最大流入量（m3/s）
2017 １ 8/7 255.44

２ 10/23 147.38
３ 9/17 60.53

2018 １ 9/30 103.84
２ 8/24 64.76

2019 １ 10/12 73.63
２ 7/27 66.74

表７　2017～ 2019年の主な洪水時における
貯砂堰堤の天端高を越えた時の流量

天端高を越えた時の
流量（m3/s）

最大
流入量
（m3/s）１号堰堤 ２号堰堤

2017
8/7 95.9 110.75 255.44
10/23 134.4 144.77 147.38

2018
8/24 （天端まで水位上昇せず） 64.76
10/1 44.33 61.32 103.84

2019
7/27 32.27 42.52 66.74
10/12 48.09 65.31 73.63

６．おわりに
中勢用水地区では，安濃ダムからの 131千m3

の堆砂除去の計画に対し，2020（令和２）年度
までに 87 千 m3 の除去を実施した。2023（令
和５）年度の事業完了までに残り 44 千 m3 の
堆砂除去を実施する予定である。
一方，2012（平成 24）～ 2014（平成 26）年に，

計画堆砂量の 1.6 倍に相当する 1,073 千 m3 の
土砂が流入し，2014 年時点の堆砂量は 1,671
千 m3 となった。実施中の中勢用水地区では
対応することが困難であることから，ダムの
貯水機能の回復と堆砂の移動・進行に伴うダ
ム洪水放流施設・取水施設の機能喪失を防止
するための恒久的な対策の検討のため，2015
（平成 27）年度に地域整備方向検討調査を開
始した。
また，現在，ダム流域の森林保全・整備等

による土砂流出の抑制対策について，2014（平
成 26）年に関係行政機関等により設置された
「安濃ダム及び安濃川に設置された頭首工にお
ける堆砂対策連絡協議会」（事務局：三重県津
農林水産事務所）において情報共有及び意見
交換を行うなど，多方面との連携にも取り組
んでいる。
三重県では，安濃ダム流域内において，治

山事業の実施に加え，「みえ森と緑の県民税」
を活用した災害緩衝林整備事業として 2014
（平成 26）年度，2015（平成 27）年度及び
2017（平成 29）年度に合計 12.6ha の間伐が実
施された。
津市では，県民税を活用した流域防災機能

強化対策事業として 2019（令和元）年度に
39.3ha の間伐が実施された。さらに，2019（平
成 31）年４月に施行された森林経営管理法に
基づき，森林経営が困難な未整備森林の解消に
向けた取組みに着手している。安濃ダム流域
内の森林を先行させ，同年度において同市芸
濃地域の森林約 3,800ha を対象に意向調査を実
施し，2019（令和元）年度及び 2020（令和２）
年度に合計 182.3ha の現況調査と境界明確化を
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実施した。さらに，森林整備についても2019（令
和元）及び 2020（令和２）年度に合計 57.5ha
を実施している。
今後も関係機関との連携を図りながら，将来

にわたり用水の安定供給及び適切な維持管理が
実施可能となる事業計画の策定に取り組むこと
としている。
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