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国土交通省関東地方整備局 利根川上流河川事務所

令和元年東日本台風 栗橋観測所付近 利根川橋より上流を撮影（10月13日6時頃）

令和元年東日本台風 渡良瀬遊水地の状況（10月13日16時頃）

渡良瀬第1調節池 渡良瀬第２調節池

渡良瀬第３調節池

渡良瀬貯水池
（谷中湖）

三国橋
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：計画高水位を超過した観測所

：氾濫危険水位を超過した観測所

：避難判断水位を超過した観測所

利根川の歴史と治水

● 利根川の変遷
現在の利根川は太平洋に注いでいますが、中世までは東京湾に注ぐ川でした。利根川の支川の渡良瀬川や鬼怒川はそれぞれ別の水系とし

て関東平野の低地を作り出しました。地形的にみると、東京（江戸）は利根川の河口氾濫原（洪水時に流水が河道などから溢流して氾濫する範

囲の平野）に成立している都市であるともいえます。

利根川の近代的改修は、明治29年（1896年）洪水を契機に明治33年（1900年）より始

められました。その後、当時の計画を上回る洪水による被害が発生する度に計画が見

直され、河底の浚渫や堤防の嵩上げ・拡幅等の整備が行われてきました。また、上流

部ではダム群、中流部では大規模な遊水地の整備などが行われています。利根川の

堤防は数次にわたる嵩上げや拡幅を繰り返してきた結果、複雑で様々な種類の土で作

られた堤防となっているため、現在、堤防を強化する対策を重点的に進めています。

● カスリーン台風

新川通地先決壊口

東京都葛飾区浸水状況

家康江戸入府前の利根川 現在の利根川

現在の利根川の流れは、徳川家康の江戸入府（1590年）を契

機に大きく変化しました。入府の４年後の1594年には利根川の瀬

替（人為的な河道の付替え）等の工事が始まり、約60年間かけて

東京湾に注いでいた利根川を太平洋に注ぐ河川改修が行われ

ました。これが後にいわれる「利根川の東遷」です。しかし、東遷

後も利根川の氾濫は繰り返され、江戸時代の文献にも江戸市中

が何度も洪水に襲われたことが記録されています。

令和元年10月12日19時前に伊豆半島に上陸し、関東・東北地方を通過していった令和元年東日本台風は、静岡県や新潟県、関東甲信地

方、東北地方を中心に広い範囲で記録的な大雨をもたらし、関東でも荒川・久慈川・那珂川水系などで堤防の決壊が発生しました。

利根川においても、カスリーン台風に匹敵する降雨が発生し、本川や支川の思川で水位が計画高水位を超過する大規模な出水が生じま

したが、カスリーン台風以降に整備を進めてきた、八ッ場ダムなどの上流部のダム群、渡良瀬遊水池などの中流部の大規模な遊水地や、

堤防の嵩上げ、拡幅などがその効果を発揮し、利根川の破堤という壊滅的な災害を防ぐことができました。

管内の渡良瀬遊水地や田中調節池、稲戸井調節池、菅生調節池では、合計約2.5億㎥（東京ドーム約200杯分）※の洪水を貯留しました。

昭和22年（1947年）９月、カスリーン台風と前線活動の相乗効果でもたらさ

れた記録的豪雨により、関東の各河川は、至る所で堤防が決壊し、各地が

濁流にのまれました。

埼玉県では９月14日朝から雨が降り始め、15日午後にピークを迎えました。

翌16日零時過ぎ、渡良瀬川の三国橋上流で約300mにわたり右岸堤防が決

壊しました。利根川本川でも、ほぼ同時刻に北埼玉郡東村（現：加須市新川

通地先）で約350mにわたり堤防が決壊しました。

利根川右岸（新川通地先）の決壊による濁流は、昔の利根川の流路を流

れ下り、埼玉県下に止まらず、東京都との境に位置する桜堤をも決壊させ、

足立区、葛飾区、江戸川区までの広範囲に達するなど、各地に壊滅的な被

害を与えました。

● 河川整備

● 令和元年東日本台風（台風19号） カスリーン台風浸水実績図

利根川の堤防断面イメージ

栗橋観測所付近 利根川橋（10月13日06時頃）

利根川

川俣観測所付近 東武伊勢崎線利根川橋

東日本台風における管内主要観測所の水位の状況及び出水時及び出水後の状況

※数値は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。



稲戸井調節池整備

堤防整備

利根川本川と鬼怒川の合流点付近に位置する稲戸井調節池は、平成21年に越流堤が完成して供用を開始しており、田中・菅生調節池と

合わせた３つの調節池で一体となって洪水を貯留することで、利根川下流域の治水安全度の向上に寄与しています。

首都圏氾濫区域堤防強化対策（右岸）の整備イメージ図

● 首都圏氾濫区域堤防強化対策（右岸）
利根川上流部の右岸堤防において洪水時に決壊が発生した場合、その氾濫流

は埼玉県内に留まらず東京都内まで達します。この氾濫流がもたらす広範囲の

壊滅的な被害や、首都機能の麻痺による影響は全国に及ぶ恐れがあります。

現在の堤防は、近年の洪水においても漏水がしばしば発生するなど、洪水に対

する安全性が必ずしも十分とは言えません。

このため、堤防の断面を拡幅し、洪水時の水の浸透に対する安全性を向上さ

せる「首都圏氾濫区域堤防強化対策」を推進しており、五霞町～羽生市の用地

取得が完了した箇所において、堤防の盛土工事や水路や道路の付け替え工事

を実施するとともに、用地取得を継続していきます。

利根川

● 堤防整備（左岸）
利根川上流部の左岸堤防において決壊が発生した場合、区間によっては湛

水深が深く、多数の人命が危険にさらされるなど、地域への甚大な影響が想定

されます。そのような区間において、堤防整備を実施します。

河道掘削・樹木伐採

河道内において樹木の繁茂や土砂の堆積が

進行していくと、管理上支障となったり、流下能

力を阻害して洪水時の堤防決壊の原因となる恐

れがあります。そこで、氾濫による危険性が特に

高い区間等において、樹木伐採・河道掘削を実

施し、樹木・堆積土砂等に起因する氾濫危険性

の解消等を図ります。

思川における樹木伐採・河道掘削の状況

災害復旧工事

東日本台風による洪水により、利根川

本川や、支川の渡良瀬川、思川、南摩川、

早川、永野川において、17箇所の護岸

の損壊・河岸洗掘や、その他観測施設

の被害等が発生しました。これらの箇所

について、速やかに復旧を図ります。

東日本台風による洪水においては稲戸井・

田中・菅生調節池で合計約9,000万m3※の洪

水を貯留しました。

稲戸井調節池については、現在、洪水調節

容量の更なる増強に向けて調節池内の掘削

を進めており、動植物や地下水などの状況を

確認しながら、引き続き掘削を推進していきま

す。

利根川

平常時の状況 東日本台風における洪水貯留状況（10月13日16時頃）

樹木伐採・河道掘削実施前 樹木伐採・河道掘削状況

平成31年4月撮影 令和元年12月撮影

堤防整備（左岸）実施状況

令和２年２月撮影

利根川

埼玉県加須市
（北川辺地区）

堤防整備中

※数値は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。



渡良瀬遊水地は、栃木、群馬、埼玉、茨城の４県にまたがる日本最大の遊水地

です。渡良瀬川、思川、巴波川に沿って広がり、その洪水流を貯留することで、利

根川の氾濫を防止するという治水上の重要な役割を果たしています。東日本台風

においては、約1.6億㎥※もの洪水を貯留し、その効果を発揮しました。

明治43年から大正11年にかけての改修工事やその後の調節池化事業や貯水

池化事業が実施され、現在の形となっています。

また、本州以南最大のヨシ原（約1,500ha）が広がり、

2012年(平成24年) ７月に「ラムサール条約湿地」に

登録された国際的に重要な湿地となっています。

遊水地には『ワタラセ』という名前がつく固有種が

あり、貴重な絶滅危惧種も多いなど、自然環境の

保全・創出に取り組んでいます。

河川は自然の作用で変化するため、適切に状態を把握して維持管理することが重要です。そのため、雨量

や河川水位等を365日24時間観測し、河川の状況を把握しています。

堤防管理については、日頃より河川巡視を行っている他、出水期前・台風期・出水後の堤防点検等により

状態の把握を行っています。また、洪水や地震等の災害時には速やかに異常がないか確認を行っています。

排水機場や水門等の施設管理については、機能を確保するために定期的に点検を実施しています。設備

の損傷等を確認した場合は、修理や部品の交換を行い、台風等による洪水に備えています。

これら河川の維持管理の取り組みについては「河川管理レポート」にまとめ、事務所ホームページでの公

表や、事務所及び出張所におけるレポートの配布を行っています。

■ 河川管理レポート：http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00344.html
水門の点検状況

● 河川防災ステーション
河川防災ステーションは、洪水等の発生時における河川

管理施設保全活動及び緊急復旧活動の拠点として河川管

理者が河川管理施設として整備しているもので、市町村が

整備する地域の水防センター（市町村の水防活動を円滑に

行う拠点）が併設されるものです。平常時は市町村が維持

管理し、賑わいを創出する取り組み等を行います。

東日本台風では管内の新川通と

上新郷の河川防災ステーション

より備蓄資材（仮締切付属品）を

搬出し、荒川水系都幾川の決壊

現場の復旧作業に活用しました。

河川防災ステーション等活動拠点

河川の維持管理

河川防災ステーションのイメージ

水防拠点は、洪水時に水

防活動の拠点となる場所で、

水防活動に必要な資材を備

蓄しています。

● 水防拠点

渡良瀬遊水地

湿地再生した掘削池で採餌するコウノトリ

東日本台風における渡良瀬遊水地の洪水貯留状況
（10月13日13時30分頃）

渡良瀬貯水池（谷中湖）の水運用 ～オリンピック・パラリンピックに向けた水運用の実施～

渡良瀬遊水地の中に設置されたハート型の池は渡良瀬貯水池（谷中湖）と呼ばれ、治水に加えて利水

の機能（総貯水容量2,640万m３）も備えています。利根川の中流部に位置し、水の需要地である首都圏

に近く、集水面積も大きいことから、渇水時には首都圏の水がめとして、上流部の８ダム等と連携して効

率的な水運用（貯留水の河川への補給）を実施しています。今年度は東京オリンピック・パラリンピック渇

水対応行動計画に基づき、冬期に貯水池水位を下げる「干し上げ」を令和２年２月中旬に終了して通常

より早期に貯水を開始しており、今後も開催時期等の状況を踏まえつつ、引き続き水不足が生じないよ

うにきめ細やかな水運用を行います。

渡良瀬貯水池（谷中湖）の干し上げ状況
（令和２年１月３１日撮影）

栄水防拠点（北川辺）

※数値は速報値であるため、今後の調査で変わる可能性があります。

堤防点検の状況

備蓄資材の搬出状況（上新郷）



簡易型河川監視カメラ【例】 公開画像【例】

減災の取組の一環として、市区町長による

ハザードマップの整備、避難勧告等の適切な

発令や住民等の主体的な避難に役立つよう、

利根川が氾濫した場合に浸水が想定される

区域、予想される水深及び浸水継続時間を

示した「洪水浸水想定区域」を水防法第１４条

の第１項及び同条第３項の規定に基づき指

定・公表しています。併せて、一定の条件下

において家屋の倒壊・流出をもたらすような

堤防決壊に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が

発生することが想定される区域として、「家屋

倒壊等氾濫想定区域」を公表しています。

利根川水系利根川洪水浸水想定区域図
（平成29年7月20日 指定・公表）

防災・減災・危機管理

河川管理者として、出水時には水防活動や住民の避難行動が適切に行われるよう、河川水位や堤防の被災状況等を踏まえた「水防警報」

の発令や、関東地方整備局と気象庁が共同で発表する「洪水予報」の伝達を行うとともに、災害発生時には各種支援を行っています。また、

協議会の開催やハザードマップ整備支援など、水防活動や避難行動の円滑化に資する関係機関との連携強化に取り組んでいます。

● 利根川上流域大規模氾濫に関する減災の取組

● 災害時の支援

東日本台風において、栃木

県小山市、栃木市等へ排水ポ

ンプ車を派遣し、被災地の支

援に取り組みました。

令和元年は８月の前線に伴

う大雨、９月の房総半島台風、

10月の東日本台風において、

被害を受けた箇所の状況調査、

応急復旧にあたりました。

 TEC-FORCE
（緊急災害対策派遣隊）

 災害対策用機械の派遣

洪水浸水想定区域の指定・公表
～ハザードマップ整備の支援等～

【想定最大規模水深】

【浸水継続時間】

被害箇所の
応急復旧

合同巡視の様子

 利根川上流域大規模はん濫に関する減災対策協議会

被災箇所の応急復旧状況
（荒川水系都幾川：埼玉県東松山市）

排水ポンプ車による排水活動
（渡良瀬第３調節池：栃木県栃木市）

① 逃げ遅れゼロに向けた迅速かつ的確な避難行動のための取組
② 洪水氾濫における被害の軽減、避難時間の確保のための水防活動の取組
③ 一刻も早い生活再建及び社会経済活動の回復を可能とするための 排水活動の取組

 利根川中流４県境広域避難協議会

関係機関が連携し、減災のための目標を共有し、ハード対策とソフト対策を一体的、

計画的に推進する「利根川上流域大規模氾濫に関する減災対策協議会」を平成28年度

に設立しました。（平成29年６月の水防法改正に伴い、協議会が法定化）

 危機管理型水位計や簡易カメラの設置

令和元年11月11日に開催した
広域避難協議会の様子

低コストな水位計や簡易型河川監視

カメラを設置し、洪水時の円滑かつよ

り密な情報の収集、伝達を図ります。

簡易型河川監
視カメラ【例】

利根川中流左岸地域の自治体を中心

として、平成22年から利根川はん濫時に

おいて“逃げ遅れゼロ” を実現するため
の広域避難の検討・取組を進めています。

平成29年には河川管理者・市町・県等が

目標を共有し、一体的・計画的に広域避

難を推進するための「利根川中流４県境

広域避難協議会」を設立しました。

東日本台風による大雨の際、当該地域

では初めて広域避難が実施されたことか

ら、本協議会においてその教訓を踏まえ

た今後の更なる検討の方向性について

議論しています。

● 広域避難に関する取組

● 洪水時の円滑な情報収集・伝達に向けた取組

● 洪水予報の発表
 水位情報と洪水予報との関係

水位に応じて警戒レベルが５段階に設定されており、そのレベルに応じて

国土交通省と気象庁が共同で洪水予報を発表します。

水位と警戒レベル・洪水予報のイメージ

【減災目標達成に向けた3本柱】

バスによる避難者の輸送の様子

広域避難所に向かう避難者

（茨城県境町提供）



各管理区間における河川の管理、 河川工事の監督、河川巡視、 河川利用に関する許可申請窓口、 川に関する相談

E-mail:ktr-tonejo-keikaku@mlit.go.jp

（ 明治44年（ 1911年）内務省東京土木出張所栗橋工区事務所として発足）
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号

至浅草

コンビニ

マンション

至東京

至日光 至宇都宮

古河市

利根川橋

利根川上流
河川事務所

JR宇
都宮線

利根川上流管内の防災や災害に関する情報を提供
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/m/

アクセス

JR宇都宮線栗橋駅、東武日光線栗橋駅東口より徒歩15分

※出張所の管理区間毎に色分けをしています。

●総合受付、事務所内の庶務
●工事・業務・役務等の契約事務、物品購入の手続き

●用地補償事務全般（ 稲戸井調節池・後田樋管関連など）

●用地補償事務（ 首都圏氾濫区域堤防強化対策関連）

●河川・道路・公園事業に関する建築物等の
設計・積算・工事発注・工事監理・保全指導

●堤防強化など河川事業に関する土木工事の設計・積算、工事発注

●河川事業に関する調査・計画・設計、事業執行に関する関係機関との
調整及び広報、河川整備基本方針・河川整備計画関連業務、事業評価

●河川に関する、水理水文・水質の調査、利根川・渡良瀬遊水地の河川環境に
関する調査・計画

● 首都圏氾濫区域堤防強化対策に関する調査・計画・設計、埋蔵文化財調査の対応
●防災・危機管理体制の総合マネージメント、洪水・地震への対応・関係機関との
連絡窓口、電気通信施設の設計・積算・発注業務

●河川維持に関する業務の設計及び工事発注、河川管理施設の管理、
渡良瀬貯水池の運用管理、水質事故対応

●河川法に関する許認可事務全搬
●揚排水機場、水門、樋門・樋管のポンプ、ゲートなど機械設備に
関する設計・積算、発注及び災害対策用機械、船舶などの運用管理

総職員
105人

事務所
84人

事務官
30人

技官
54人

技官
14人

出張所
21人

事務官
7人

職 員
構成

R2.4.現在


