い

〜

な

～ 平成27年度 河川管理レポート ～

～ 平 成27年度～
河 川 の維 持管理の取り組み と主な行事
●堤防の点検

●河川管理施設の点検

●安全に利用するための点検

●河川の巡視（パトロール）

洪水に備えて、堤防が壊れている場所がな
いか、１年に２回、点検をおこなっています。点
しゅっすいき
検は、梅雨時期がくる前（出水期前）と、台風
の時期（台風期）に行っています。

洪水に備えて、水門、排水機場などの河川
管理施設が正常に運転されるように、定期的
に点検を行っています。

河川を利用する人が増えるゴールデンウィー
ク前と夏休み前に、水際や階段、フェンスなど
を中心に、安全に利用するための点検を行っ
ています。

日頃から河川の状態を把握するために、河
川の巡視（パトロール）を行い、河川内の情報
を収集しています。

堤防の状況を確認

ゲートの開閉点検の様子

なぜ、堤防の点検をするの？ P.3へ

なぜ、施設の点検をするの？ P.5へ

河川の維持管理

堤防の点検

なぜ、安全に利用するための点検をするの？

P.7へ

桜の開花

河川巡視の様子

なぜ、河川の巡視をするの？

P.9へ

堤防の点検
河川管理施設の点検
安全に利用するための点検

安全に利用するための点検

河川の巡視

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

12月
●水質事故対策訓練

●首都圏外郭放水路（特別見学会）

回綾瀬川クリーン大作戦

回江戸川クリーン大作戦

調圧水槽内の見学会
（特別見学会）

11月
●江戸川改修１００周年シンポジウム

●第

●第

主な行事

11

35

ゴミ拾いの様子
（江戸川クリーン大作戦）

1

堤防沿いのスロープ

親水施設

機械施設点検の様子

1月

2月

3月

講演会の様子
（江戸川改修100周年シンポジウム）

改修開始当初の写真

2

１．堤防の安全性を保つための取り組み
ごがん

なぜ、堤防の点検をするの？

堤防を守る護岸の役割

堤防は洪水から人々の暮らしを守る重要な施設であり、洪水をはん濫させないために、土を盛
り固めて造られています。堤防が洪水の時に確実に機能し、役割を果たせるように、異常がない

堤防は土を盛り固めて造られていま
すが、洪水のときは水の流れが速くな
り、堤防が削られることもあるためコン

か点検を行っています。堤防の異常を発見した場合には速やかに対策を行い、堤防の機能を維

クリートブロックなどで、堤防を守って

持できるように取り組んでいます。

いるのが「護岸」です。堤防には場所に
よって、さまざまな呼び名があります。

堤防の呼び名

opic

江戸川改修から100年を迎えて

江戸川河川事務所は、河川改修に着手してか
もし堤防の点検をせず異常に気づ
かなかったら…堤防の亀裂や陥没
が進行します。

その状態が続けば、洪水時に堤防
が決壊する危険性が高まります。

洪水から人々の暮らしを守るには、
定期的な点検により堤防の機能を
維持することが重要です。

11月19日に江戸川改修100周年シンポジウ
ムを行い、『江戸川の歴史』と『江戸川流頭部

どんな点検をしているの？
しゅっすいき

ら、平成27年で100年を迎えました。

の技術検討』の講演や、大正3年の事務所開設

たいふうき

から現在までの江戸川改修に関する写真や資料

堤防点検は、毎年、出水期 ※ 前と台風期に、堤防

なども展示しました。

や護岸などに亀裂、陥没、すべりなどの異常が発生

当日は、200名ほどの聴講者が集まりました。

していないか、歩いて確認をします。

行徳可動堰改修工事後（昭和32年）

平成２７年度の点検では、出水期前で120箇所、
台風期で109箇所の異常を確認しました。
このうち、緊急的に対策が必要な箇所については、

護岸沈下の規模・範囲を測定しています

陥没穴の埋戻しや、ひび割れ箇所の補修などを行
いました。

【対策前】川裏側に陥没を確認

（※）雨量が多く洪水が発生しやすい6月〜10月まで
を出水期としています。

90
80
70

台風期

江戸川放水路護岸工事（大正10年）

出水期前

35

舟運の様子（大正8年）

60
箇 50
所
数 40
30

20

30
23

【対策後】土砂を埋めて対策

49
36

10

29
8

0
江戸川

中川

綾瀬川

8
2

利根運河 首都圏外郭
放水路

5
3

1

坂川

三郷放水路

平成27年度に各河川で確認された異常箇所数

3

講演会の様子
川裏側法尻の陥没

パネル展示の様子

4

２．市街地を水害から守るための施設の維持管理の取り組み
水門、排水機場って何？

なぜ、施設の点検をするの？
河川には多くの水門や排水機場が設置されています。これらの施設は、大雨で江戸川などの水位が高
くなると、市街地に水が逆流しないように水門のゲートを閉めたり、排水機場のポンプで市街地側の水を
排水して、市街地への浸水を防ぎます。これらの施設に不具合が発生しないように、定期的な点検整備
や修繕を行っています。
平常時

もし水門などのゲートや排水機場のポ
ンプが正常に動かなかったら？

洪水時
市街地側の水を
ポンプで排水します！
排水機場

排水機場

洪水時に、市街地への浸水を防ぐための施設です。水門・排水機場がどのような働きをするのか、最
大毎秒100m 3 を吐出す、松戸排水機場の平常時と洪水時の様子を比べてご紹介します。

洪水時

平常時
松戸排水機場は江戸川と坂川放水路の合流点に

ゲートを閉めて、江戸川から坂川放水路への逆流を防

位置しており、水門のゲートは開いており、坂川放水

ぎます。その際に、出口のなくなった坂川放水路の水を、

路から江戸川へ水が流れています。

排水機場のポンプで強制的に江戸川へ排水し、市街地
の浸水を防いでいます。

排水機場

排水機場
水門

逆流しないようにゲー
トを閉めます！

河川には多くの水門や排水機場など
の施設が設置されています。

排水機場

水門

水門

排水機場と水門がそれぞれの役割を
果たし、市街地への浸水を防ぎます。

®

市街地が浸水する恐れがあるため、
定期的な点検整備や修繕が必要です。

水門
※洪水時
に閉鎖

水門閉鎖時は
ポンプでくみ
上げて排水

どんな点検をしているの？

江戸川

月に１回、定期運転を行い正常に運転で
きることを確かめており、さらに年に１回、

opic

詳細点検を行います。

平成27年度関東・東北豪雨では全ての排水機場が稼働しました

平成27年度は、江戸川・中川・綾瀬川の

点検整備で設備ごとの健全性を評価し、

排水機場で約9,400万m3を排水しており、

優先度に応じた修繕を行っています。

50ｍプール（50m×12m×1.2m）で換算

平成27年度の定期点検・詳細点検では、

すると、約6万5,414杯分に相当します。

水門や排水機場94施設のうち、26施設で
優先度に応じた修繕を実施しました。

発電機の動作確認

特に、9月の関東・東北豪雨では、江戸

主原動機の動作確認

川河川事務所7つ全ての排水機場をフル稼
発電機

働させ、中でも首都圏外郭放水路は平成14

主原動機

年の通水開始以来、最大の流入量を記録し
ました。

堤防

平常時

減速機

洪水時

9月10日 15時30分

水の流れ

主ポンプの動作確認
主ポンプ

5

（外郭放水路）

平成27年度の主な排水機場の稼働状況

じょじんき

除塵機

排水機場の主な点検整備箇所

首都圏外郭放水路（第3立坑）の流入状況（平成27年度関東・東北豪雨）

6

３．河川を安全に利用するための取り組み
なぜ、安全利用のための点検をするの？

opic

江戸川・中川・綾瀬川は、年間利用者が江戸川（利根運河含む）で約609万人、中川・綾瀬川で
約219万人（H26年調べ） ※であり、非常に利用者が多い河川です。
河川は利用者の自己責任のもとで自由に利用できますが、「水に親しむこと」を目的として整備
した施設や利用者の多い箇所については、住民の方々が安全に利用できるか確認するために、
点検を行っています。

（※）河川空間利用実態調査より

江戸川へのアユ遡上のために
すいこうもん

江戸川水閘門での取り組み

江戸川水閘門とアユについて
江戸川水閘門は、飲み水を安定供給するため

閘門は、２つの水門で水位を調整し、船が

に、「塩水が江戸川に入ることの防止」と「江

上下流を往来するための施設ですが、アユが

戸川の水位調整」の役割を果たしています。

遡上する３月～５月にかけて定期的に閘門を

しかし、毎年春に海から上がってくるアユの
稚魚にとっては、魚の通り道（魚道）がないた

開けることにより、アユが遡上できるように
しました。（閘門特別操作）
また、アユが流れに向かって泳ぐ習性を利

め、上流に上りにくくなっています。

用し、ポンプを使って閘門下流に水を流して

閘門特別操作のイメージ
下流側ポンプによる呼び水で、閘門
前にアユを誘導します。

①

河川には利用者の安全に配慮した転落
防止柵や注意看板が設置されています
が、これらが破損してしまうことがありま
す。

日常的な巡視に加え、年2回の安全
利用点検を行い、必要な安全対策を
講じています。

「水に親しむこと」を目的として整備した施設

平成27年度の点検では、陥没箇所や転倒の

など、河川の利用者が多い箇所を対象に、利

危険があると判断されたものは91箇所あり、危

用者の目線に立った点検をゴールデンウィーク

険な箇所には、防護ロープや注意喚起看板の

前及び夏休み前の年２回確認します。

設置の対策を行いました。

アスファルト舗装

ポンプ

上できるようにしました。（呼び水ポンプ）

ポンプ

江戸川水閘門と呼び水ポンプ

上流側ゲート

下流側ゲート

上流側のポンプで誘導し、ゲートを
開き、アユを上流に案内します。

③
桟橋への落ち込み

下流側ゲート

閘門前にアユが集まると、下流側ゲー
トを開き、アユを閘室に案内します。

②

どんな点検をしているの？

上流側ゲート

アユを閘門に誘導して、より多くのアユが遡

上流側ゲート

下流側ゲート

車両進入禁止措置

対
策
前

opic

「川の消火基地」ができます

これまでの災害の教訓を生かすために
大規模な地震で水道管が破断したり停電によりポン
プが止まったりすると、消火栓が使えず、消防車が出
動しても消火活動ができないことが想定されます。
埼玉県では、そのようなとき消火用水として川の水

対
策
後

を使えないだろうかと考え、「川の消火基地」の整備
を進めています。
桟橋の陥没を復旧

7

舗装の打ち替え

オレンジネットの張り替え

平成27年度の点検実施箇所の対策状況の例

江戸川河川事務所が管理する中川、綾瀬川、綾瀬
川放水路においても１７箇所に設置されます。

「川の消火基地」を示す案内標識

8

４．河川の状態を把握するための日々の取り組み
なぜ、河川の巡視をするの？

opic

沿川住民ときれいな川づくり～クリーン大作戦～

棄が多く、平成27年度には河川巡視で

見・改善のために河川の巡視を実施しています。

603件が確認されています。

どんな巡視をしているの？
日常的な河川の巡視は、バイクでパトロールを
しており、河川や堤防に異常がないかの確認や
継続的な観察を行っています。また、洪水時 ※ に
は、昼夜を問わずパトロールを行い、早期の異
常発見に努めています。

平成27年度のパトロールでは、堤防の亀裂や
護岸の陥没など、河川管理施設の異常に関す
るものが2,502件と最も多く、次いで、ゴミの不法
投棄などの違法行為に関するものが多く確認さ
れました。
また、発見した異常について、軽度なものは経
過観察を行い、緊急的に対策が必要な箇所で

（※）はん濫注意水位（Topic参照）を上回るときに出動します。

は補修を行いました。

このゴミの問題に対し、江戸川では沿

ゴ

250

参加人数

25,000

200

ゴミ回収量

20,000

回 150
収
量3）100
（m
ン

15,000
10,000 （人）

50

川の住民・団体の方々と、毎年5月30日

5,000

0

（ゴミゼロ）に近い日曜日に不法投棄物

参加人数

江戸川・中川・綾瀬川はゴミの不法投

川利用や自然環境に関する情報収集、不法行為や迷惑行為の発

ゴミ回収量

クリーン大作戦を行っています

河川や堤防、水門等の施設について異常がないか確認したり、河

※

※

0

H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27

過去のゴミ回収量と参加人数の実績（江戸川）

を一掃する『江戸川クリーン大作戦』を

※平成18年度は雨のため野田市以外中止、 平成23年度は雨のため中止

行っています。

平成27年度は12,000人が参加しました
平成27年度は5月24日、31日に実施し、37m 3
（2ｔトラック約18台分)のゴミが回収されました。
また、「綾瀬川の日」（10月第４日曜日）を中心
に『綾瀬川流域クリーン大作戦』も実施しています。

平 成 2 7 年 度 河 川 巡 視 結 果の 内訳
河川の自然環境に関する情報収集

河川における違法行為の発見
opic

クリーン大作戦の様子（江戸川）

発表される情報を元に確実な避難行動を！

「平成２７年９月関東・東北豪雨」による河川の氾濫状況から分かるように、一度河川が氾濫す
ると広範囲に浸水エリアが広がり、逃げ遅れる可能性があります。下記の様に、事前にＴＶ・ラジ
川鵜の飛来状況

桜の開花

河川の水位・水質や季節的な自然環境

不法投棄

不法係留

オ・インターネット等から確認できる正確な情報に加え、自治体からの「避難準備情報」 や「避難
勧告」を元に、確実な避難行動を取って下さい。

ゴミの投棄や不法係留など、法律の許
レベル

の変化などを確認しました。

水 位

可を得ていない行為や違法行為の確認
５

をしました。

河川敷や親水施設などの利用状況や

堤防や護岸、水門等の河川管理施設
の異常や、河川の状況などを確認しま

危険行為・迷惑行為などの状況を確認
しました。

した。

４（
危険） ３（
警戒）

河川利用に関する情報収集

堤防や水門など河川管理施設
における異常の確認

氾濫の発生

氾濫危険水位

２（
注意）

避難判断水位

避難判断水位

9

護岸の陥没

河川敷利用（大凧あげ祭り）

平成27年4月〜平成27年12月を対象としています。

１

堤防天端の亀裂

危険行為
(リード無しでの犬の散歩)

水防団待機水位

10

■河川の管理区間

江戸川河川事務所では、管轄している江戸川・中川・綾瀬川流域のリアルタイム情
報（雨量・水位・水質・ライブカメラ）をご覧いただけます。
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/edogawa_index007.html
【問い合わせ先】
国土交通省関東地方整備局 江戸川河川事務所 管理課

〒278‐0005 千葉県野田市宮崎134
TEL : 04 (7125) 7319
江戸川上流出張所

中川出張所

運河出張所

中川下流出張所

江戸川河口出張所

三郷出張所

松戸出張所

首都圏外郭放水路管理支所

〒344‐0112 埼玉県春日部市西金野井886
TEL : 048 (746) 0063
〒270‐0107 千葉県流山市西深井836
TEL : 04 (7152) 0102
〒133‐0062 東京都江戸川区東篠崎町250
TEL : 03 (3679) 1460
〒271‐0042 千葉県松戸市主水新田102
TEL : 047 (343) 3722

〒343‐0813 埼玉県越谷市越ヶ谷4‐2‐41
TEL : 048 (962) 2634
〒125‐0054 東京都葛飾区高砂1‐3‐15
TEL : 03 (3694) 2757
〒341‐0034 埼玉県三郷市新和2‐442
TEL : 048 (952) 7015

〒344‐0111 埼玉県春日部市上金崎720
TEL : 048 (746) 7524

事務所HPにはこちらからアクセスできます。
http://www.ktr.mlit.go.jp/edogawa/
平成27年12月

