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河川管理レポート 2015



いこいの場として、産業の基盤として、

⼈や街とともに発展してきた多摩川。

そんな多摩川を、誰もが安⼼・安全に利⽤できるように、

私たち、京浜河川事務所は、災害対策をはじめとする

河川の維持管理を⾏っています。

多摩川について深く知り、豊かな暮らしを守る。

平成27年度に⾏った河川維持管理について

ご紹介します。

多摩川の源は、⼭梨県甲州市の笠取⼭（標⾼1,953m）。多くの⽀流を合わ
せ
なが ら、東京都と神奈川県の境を流れ、東京湾に注いでいます。
都市部でありながらも豊かな⾃然を残す⼀級河川です。

【 多摩川のデータ 】

流 域 ⾯ 積 ：約1,240km2 全 ⻑：約 138km  

流域内⾃治体数：2区22市3町3村 流域内⼈⼝：約380万⼈※

※平成17年度国勢調査に基づく算定値

多摩川のある、豊かな暮らしを守る。

多摩川ってどんな川？

「一級河川」って何だろう？

川は、小さな川の合流を繰り返して大きくなっています。これら一群の河川を合わせた単位を

「水系」と呼び、この水系のうち、産業を発展させ国土を守るために特に重要な水系（一級水系）で、

国が指定したものが「一級河川」です。一級河川は、洪水などによる災害が発生した場合の被害が

大きいと考えられています。
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「河川維持管理が⽬指していること」を達成するため

「知る・調べる」「守る」「つながる」を⾏い、

いつも・もしもの安⼼を⽀えています。

⾃治体や地域の⼈々と協⼒して、
災 害情報の共有や多摩川の⾃然
を守 る活動を広げています。

● ⽔防連絡会 ● 流域懇談会
● ⽔辺の楽校 など

つながる P.13 
へ

多摩川に変わったことが
ないかをチェックして 、
安⼼・安全な環境づくりの
ための計画を⽴てています。
● ⽔⽂・⽔理等観測
● 測量
● 河床材料調査
● 河川パトロール
● 点検 など

知る・調べる P.3 へ

災害へ備えるとともに、
誰もが気持ちよく利⽤で
きる環境を保全しています。
● 堤防・護岸補修
● 不法投棄対策
● 河川環境の保全
● ⽔防のための対策 など

守る P.7 へ

河川維持管理の仕事とは？

河川維持管理が⽬指していること
洪⽔・⾼潮などによる

災害を防ぎます
● 異常をスピーディに発⾒します
● 災害時には正しい情報をタイミング

良く伝えます
● 被災時にはすみやかに復旧対策をします

ルールどおりの利⽤を
うながします

● ルールやマナーを守った利⽤で気
持ちのよい 多摩川をつくります

● 川を守る市⺠ボランティアをしっ
かり ⽀援します

豊かな環境を
守ります
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● ⼈や動植物にとって過ごしやすい
環境を 守ります

● 地域の⼈々と協⼒して、⾃然豊か
で美しい 多摩川をつくります



知 る

調 べる

多摩川に変わったことがないかをチェックして、
安⼼・安全な環境づくりのための
計画を⽴てています。

河川パトロール

⽔⽂・⽔理等
観測

電気通信施設

川の安全
利⽤点検

堤防点検

可

の点検

河川環境の
基本データ収集

許可⼯作物
の点検

堤防除草

⽔の流れのジャマになる
⽊などがないか調べ、川の
⽔の氾濫を防ぎます。

堤防の点検でひび割れなど
をいち早く⾒つけ、⼈の住
むエリアに浸⽔しないよう
にしています。

いつもの川の状態を知ることで、
洪⽔や災害など緊急時の対策がスム
ーズにとれるようにしています。

データを集めています1

異常をいち早く⾒つけることで、
洪⽔や災害時の街や⼈への被害を
未然に防いでいます。

パトロールをしています2

ひとつひとつの施設を調べること
で、洪⽔が起こった時にも堤防な
どの施設をいつもどおりに使える
ようにしています。

点検をしています3

暮らしのこんなことに役⽴っています！
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550

たとえば⼈も、いつもの健康な状態がわかっているからこそ、
体調の変化に早く気づき対処できます。
同じように川も、いつもの状態を知っていれば、
洪⽔や災害時に違いを発⾒しやすいためスムーズに対策をとれます。
利⽤する⼈の⽇常が安全であるように、
データを集めることはとても⼤切です。

どのくらい⽔が流れているか測定 ⽔質に問題がないか調査

どの位置にどんな⼟砂があるのか確認 河道内の植⽣について調査

河川環境基図の作成（⽔域調査） 河川環境基図の作成（群落組成調査）

河道の基本データ収集
洪⽔時などに⽔の流れを妨げないか確認するため、川底の
⼟砂の⼤きさやばらつき、河道内の樹⽊の⽣え⽅や種類を
調べています。

河川環境の基本データ収集
豊かな環境を守っていくため 、どこにどんな動植物がいる
のかを調べ たり、多摩川がどのように利⽤されているのか
確認しています。
平成27年度は河川環境基図の作成を⾏いました。

【 主な調査実施内容 】
動植物調査（⿂類、⿃類、植物など）、河川空間利⽤実態調査

測量

かを確認するため、おおむね5年に1回測量をしています。
洪⽔や渇⽔などが起こった時にすぐに復旧対策を⽴てられる
よう、⾬量、⽔位、流量、⽔質を定期的に調べています。

1.データを集めています

空中写真で川の形を上から観察

横断図で川底の変化もチェック
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⾚⽂字のワードの意味をページ下でチェックしよう！

⽔⽂・⽔理等観測
河道の形を調べて、川がどのくらいの洪⽔を安全に流せるの

学ぼう！ 河川維持管理ワード

水文・水理等観測【すいもん・すいりとうかんそく】

川の管理などに役立てるため、雨量や水位、流量、水質などを観測すること。

河道【 かどう 】 川の水が流れる道筋。



河川に異変がないか⾒回り 出⽔時のパトロール

堤防点検 地震後の点検

平常時の河川パトロール
危険な芽を早めに摘み取る
ための パトロールは 、河川
維持管理の基本と⾔われて
います。洪⽔などの緊急時に
備えて、⽇頃から頻繁に多摩川
を⾒回り、平成27年度には
計9970件の違法⾏為の発⾒や

出⽔時の河川パトロール
洪⽔による街や⼈への被害を
未然に防ぐために平成27年
度には１つの洪⽔時にパト

がないことを確認しました。
⽔位が低下した後には、倒⽊の
撤去などを⾏っています。

情報収集などを⾏いました。

堤防除草
堤防点検をする時に伸びた草がジャマになって堤防などの異常を⾒逃して
しまわないよう、梅⾬前と台⾵期に草を短く刈り取っています。

階段との段差をチェック

⽔⾨等構造物の点検

パトロールでちょっとした異常を早く⾒つけておけば、街や⼈への被害を未然に防ぐことができます。
「洪⽔時に⽔があふれてしまうようなエリアはないか」「利⽤者に危険がおよぶ異物はないか」など、
いつも⽬を光らせて、誰もが多摩川とともに快適な⽣活を送れるようにしています。

2.パトロールをしています

洪⽔や災害が起こった時にも堤防や⽔⾨などの施設をいつもどおりに使えるよう、定期的に点検しています。
災害からくらしを守るため、また利⽤する⼈たちの安全を守るため、ひとつひとつの施設を丁寧に調べました。

3.点検をしています
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ロールを⾏い、堤防などに異常

伸びた草の刈り取り

学ぼう！ 河川維持管理ワード

堤防 【 て い ぼ う 】 人が暮らす地域に川の水が流れ込まないように土などをつみ上げたもの。

堰 【 せ き 】 都市用水、農業用水などを取り入れるために川を横断してつくられる施設。

水門 【 すいもん 】 川の本流が洪水で水かさが上がった時、本流の水が支流に逆流するのを防ぐゲート。

樋管 【 ひかん 】 人が暮らす場所の排水や用水の取水のために堤防を横断してつくられる管路。

電気通信施設の点検
洪⽔や災害が起こった時にも多摩川の正しい情報を伝えら
れるよう、多摩川を撮影している監視カメラなど、158か
所を点検しました。

洪⽔などの緊急時に問題なく動くよう、機械設備を伴う河川管
理施設（堰・⽔⾨・樋管など）が壊れていないか、⽬視や計測、
作動確認でチェックしています。

堤防が壊れて⼈の住むエリア
に⽔が⼊ってしまうことのな
いよう、ひび割れやくずれて
いる場所がないかを梅⾬前
（5 6⽉頃）や台⾵期（9⽉
頃）に点検し、平成27年度
は246件確認しました。

震度5弱以上の地震、または震度4で洪⽔発⽣の危険があ
る地震が起こった時には、堤防や施設に不具合がないか、
すぐに点検を⾏います。
橋梁の様⼦を監視カメラで確認するとともに、いつでも橋
梁管理者へ通報できるように準備しています。

東京ドーム約76個分の
面積を除草！

詳しい結果はこちらをご覧ください。 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00299.html

平成27年度は374.4haの⾯積の草を刈り取りました。



ルールや社会常識を守って、楽しく快適に多摩川を利用しましょう。

〇 やっていいこと

【バーベキュー】
直⽕では⾏わないで下さい。他の利⽤者、
近所の⽅々への配慮をお願いします。

【釣り】
禁⽌区域や遊漁料などのルールを守って
⾏いましょう。

【ボート・カヌー】

⾃由使⽤の範囲内であれば、許可は必
要ありません。

×ダメなこと

【材木などを勝手に積む】
⽔の流れを妨げたり、利⽤者の迷惑にな
ります。

【畑を耕す】
国有地の不法占⽤は法律で禁⽌されてい
ます。

【大雨時のレジャー】
急激な増⽔があるので危険です。

【他人に迷惑となる行為】
河川敷ゴルフ、ラジコン⾶⾏機（ドロー
ンを含む）

知っていますか？多摩川でやっていいこと・ダメなこと

川の安全利⽤点検
多摩川を利⽤する⼈が増えるゴールデンウィーク前には、利⽤す
る⼈の安全を守るために、堤防や⽔際、階段などを中⼼に、対策
や注意が必要なところがないか点検を⾏っています。
平成27年度は、対策が必要な218か所を補修しました。

⽔⾨に異常がないか確認

観測施設・機器の点検
洪⽔時の危険を察知する
ために⼤切な⾬量、⽔位、
流量などのデータを正しく
観測するため、観測機器が
きちんと動くかどうか調べる
とともに、記録データの回収
などを23か所で⾏いました。

雨量計観測機器点検

故障による不具合などがないか

確認するため、420施設に

ついて管理状況を検査し、

必要に応じて補修の指⽰を

しました。

護岸の⼀部がはがれている コンクリートによる補修を⾏いま
した
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許可⼯作物の点検（検査）

学ぼう！ 河川維持管理ワード

許可工作物 【 き ょ か こ う さ く ぶ つ】

河川管理者の許可のもと自治体などが設置・管理している樋管、堰、橋梁など。

多摩川・鶴⾒川・相模川共同点検
平成27年9⽉の関東・東北
豪⾬をうけて、多摩川・鶴
⾒川・相模川の洪⽔のリス
クが⾼い区間を点検しまし
た 。

多摩川・鶴見川・相模川共同点検

詳しい結果はこちらをご覧ください。 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00299.html



災害へ備えるとともに、
誰もが気持ちよく利⽤できる
環境を守っています。

施設を
管理しています

多摩川の安全になくてはなら
ない施設を管理することで、
利⽤する⼈を守り、災害に負け
ない川をつくっています。

ルールやマナーに反する勝⼿な
⾏為をなくすことで、多摩川を
訪れた⼈が楽しく気持ちよく過
ごせるようにしています。

環境を守る取り組みを進める
ことで、⼈も動植物も過ごし
やすい⾃然豊かな多摩川を
保全しています。

河道の

⽔害から
暮らしを守りま

す
⽇頃から洪⽔や災害などに
備えておくことで、緊急時の
⼈や街への被害を未然に防ぎ
ます。

 強い川をつくる 
堤防がひび割れたり、洪⽔の
情報提供が遅れたりすると、
川の⽔が⼈の暮らすエリアま
で ⼊ってきてしまうことも
考えられます。そんな危険が
なく、誰もが安⼼していつも
どおりの⽇常を過ごせるよう、
洪⽔や災害に強い川づくりを
進めています。

 豊かな川を保全する 
ゴミだらけで悪臭がする河原
を、利⽤したいと思いますか？
京浜河川事務所では、毎⽇気持
ちよく⽝の散歩や通勤に使える
美しい多摩川をつくれるよう、
環境を守る取り組みを進めてい
ます。

⽔防のための
対策

河川環境の
維持管理

⽔質事故
対策

ゴミの
不法投棄対応

施設の
維持管理

樹樹⽊伐採

ルールどおりの利⽤を
推進しています

ゴミのポイ捨てや不法占⽤※

を防ぎ、誰もが快適に過ご
せる環境を保全します。

災害時には、正確な情報
をスピーディに伝え、必要
な対策をとることで洪⽔か
ら街を守ります。

暮らしのこんなことに役⽴っています！

※管理者の許可を得ずに勝⼿に物を設置
するなどして国有地を不法に占拠すること。

1 2 3 4

守 る
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豊かな環境を
保全しています



▲ アヤメ

▲ レンリソウ

▲ カワラナデシコ ▲ ツリガネニンジン

＜伐採した樹⽊を無償で配りました＞

河岸洗掘 河岸補修 伐採前 伐採後

▲ ウマノスズクサ ▲ カワラノギク

P10で「カワラノギク保全・復元の取り組み」について紹介しています。

堤防・護岸などの施設の維持管理対策
洪⽔などの緊急時にもきちんと安全を守るための機能が発揮さ

れるよう、堤防・護岸、⽔⾨・樋管、防災対策施設など、59件を

補修しました。

樹⽊伐採
快適で災害に強い川をつくるため、利⽤者の安全や洪⽔の
流れの妨げになる樹⽊を伐採しています。
平成27年度は52件の樹⽊伐採・倒⽊撤去を⾏いました。

河川敷にはえているハリエンジュ（ニセアカシア）は、薪によく使われていま
す。伐採した⽊を有効活⽤するとともに、処分コストを減らすため、希望する

⽅々に無償で配りました。

多摩川に訪れる⼈の安全を守り、災害に負けない川をつくるため、 多摩川の維持に必要
な様々な施設を管理しています。 不具合のあるところを早めに⾒つけ、⼈や街に危害が
およばないように補修をしました。

1.施設を管理しています

詳しい結果はこちらをご覧ください。 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00299.htmlP8    河川管理レポート 2015【多摩川】

平成27年度は、660本の⽊を72
名の希望者に配布！

無料配布の状況

お散歩をもっと楽しく！多摩川・季節の花だより

自然豊かな多摩川には様々な種類の花が咲きます。散歩しながら探してみるのも楽しいですよ

春 夏 秋



ゴミマップを作成・公表
ゴミの不法投棄の件数・種類・場所を記したゴミマップを作成し、不法
投棄禁⽌の理解促進に努めています。ゴミは持ち帰り、キレイで気持ちの
よい多摩川を保全しましょう。

多摩川とその⽀川の特徴として、他の河川に⽐べて
ホームレスの数が多いことが挙げられます。
ホームレスによる不法占⽤については、地元⾃治体
の福祉部局や警察と合同でパトロール・指導を⾏い、
数を減らすように取り組んでいます。また、多摩川
を利⽤する⼈の安全・安⼼のため、無許可で置かれ
てい るものを⾒つけた場合は、置いた⼈を探し、
すぐに撤 去⼜は持ち帰るように指導しています。

多摩川ゴミマップ
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00265.html

年度ごとのホームレス数の推移

不法係留船対策
無許可で⽌められている船は、専⾨家などからな
る協議会の合意のもと、平成16 21年にかけて
⼤部分を⽚付け、現在は監視を続けています。
平成26年4⽉1⽇より、違反者には3ヶ⽉以下の懲
役⼜は20万円以下の罰⾦が科せられています。

多摩川クリーン作戦
⾃治体が主催し、市⺠ボランティアが多摩川と
その⽀川でゴミ清掃を⾏う活動です。京浜河川
事務所の職員も参加。ゴミ袋や軍⼿の提供や開
催情報の広報なども⾏
い、この活動を
サポートしています。

活動の様⼦

2.ルールどおりの利⽤を推進しています

ホームレスなどの不法占⽤対策  特に⼒を⼊れています！

司川巡視員が確認したゴミ投棄件数

粗大ゴミ
46%

区間
廃棄物処分量（m 3 ）

平成25年度 平成26年度 平成27年度

多摩川下流 507 548 187

多摩川中流 134 360 192

多摩川上流 114 230 122

合計 755 1138 501

ゴミ収集⾞×約126台

多摩川に訪れた⼈が楽しく気持ちよく過ごせるように、
ルールやマナーに反する迷惑な⾏為をやめていただくための啓発活動などに取り組んでいます。
ゴミの処分や無許可で⽌められている船の撤去を進めることで、美しくすがすがしい多摩川をつくります。

ゴミの不法投棄対策
美しく快適な多摩川を守るため、不法投棄を発⾒した時は、不法投棄の警告看
板を設置し、捨てた本⼈を探すとともに、悪質なものは警察に通報します。
また、不法投棄には、3ヶ⽉以下の懲役または20万円以下の罰⾦が定められて
います。

ゴミ収集⾞×約95台

平成27年度は

約8.3万人が参加！
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カワラノギク保全・復元の取り組み  カワラノギクプロジェクト 
カワラノギクは、多摩川のシンボル的存在として、かつては河原にたくさん⽣えていました。現在は数が少なくなり、
環境省のレッドデータブックでは絶滅危惧Ⅱ類（絶滅の危険が増⼤している種）とされています。
将来的に、⼈の助けがなくてもカワラノギクが⽣存できるように、市⺠・研究者・⾃治体と⼀緒になって保護活動に
取り組んでいます。

この活動によりカワラノギクの開花数は増えてきています。

カワラノギク市⺠との共同による除草作業

深掘れが発⽣し危険。
安全に⽔を流すため、削られた部分を⼟砂で埋め、
河川敷を切り下げて川幅を広げる。

堤防

樹林化が進み、
洪⽔を安全に
流す妨げに。

洪⽔を安全に
流せるように、
樹⽊を伐採。

堤防

治⽔と環境が調和した川づくり
多摩川の上流部には、洪⽔時の川の流れで川底が低下してしまったところがあり、川の流れが偏っています。川の流れが偏った側
の堤防の安全性を確保するとともに、河原の植物や⽣物の⽣育・⽣息環境を守るため、川底の回復に努めています。

【 対策前の断⾯イメージ 】 【 対策後の断⾯イメージ 】

⿂がのぼりやすい川づくり 【アユがこんなに増えました】

⿂がたくさん⾒られる豊かな川であるために、⿂が⾏
き来するのに障害となる堰などに⿂道を設置し、⿂が
暮らしやすい環境をつくっています。

この先もずっと、多摩川が緑豊かで⿂や⿃たちにとって
住みやすい川であるように、環境を守る取り組みをしています。
今の多摩川を知り、誰もが楽しくいられる理想の多摩川へ向けて、⼀歩⼀歩進み続けていきます。

3.豊かな環境を保全しています
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平成26年度は
調査開始以来最⼤の遡上数に！



合同パトロールの実施
京浜河川事務所では、出⽔時にすばやく的確な
⽔防活動が⾏えるように、毎年、⽔防（消防）
団員や関係機関の職員とともにパトロールして
います。

4.⽔害から暮らしを守ります
⾝近に流れている川で洪⽔や⽔質事故があった時、すばやい対応がとれれば、⼈や街
への被害を未然に防ぐことができます。 そのために、⽇ごろから緊急時への準備をして
安⼼・安全を守る取り組みをしています。

⽔防のための対策
洪⽔や⾼潮が発⽣した時に、スムーズに安全対策を⽴てられるよう、必要な資材を⽤意しておくとともに、重要
⽔防箇所を周知し、関係⾃治体の訓練に参加しています。出⽔時には、⼟のうを積むなどの⽔防活動や地域住⺠
の避難に役⽴つよう、⽔位データをリアルタイムで公表し⽔防警報や洪⽔予報を発表しています。

【各種警報水位のイメージ】 【各種警報水位に応じた対応】

はん濫発生 レベル 5
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緑⽂字のワードの意味をページ下でチェックしよう！

合同パトロールの様⼦

学ぼう！ 河川維持管理ワード

重要水防箇所【 じゅうようすいぼうかしょ 】

堤防の大きさが不足しているなど、洪水時に危険が予想され、水防上重要なところ。

水防警報【 すいぼうけいほう 】

災害の恐れがある時に、国土交通省または都県が水防機関に対して行う発表。

通知を受けた水防団（消防団）は、堤防の決壊防止などの水防活動を行い、被害

を最小限にくい止めます。

洪水予報【 こうずいよほう 】

大河川である多摩川の洪水予報は、国土交通省と気象庁から都県や市区町村、

マスコミへ発表されます。自治体が避難勧告などの判断材料に活用し、 台風発生時の土のう積みの様子

報道機関などの協力で住民へ周知します。

河川の水位 各種警報水位の意味 各種警報水位での取り組み

氾濫

危険水位

氾濫などにより重大な 災

害が発生するおそれ のあ

る水位

市区町長の避難勧告、住

民の避難判断の目安とな

る水位

・洪水予報（氾濫危険情報）の発表

避難判断

水位

市区町長の避難準備情報、

避難に時間を要する方の

避難判断の目安となる水

位

・洪水予報（氾濫警戒情報）の発表

・自治体へのホットライン

（電話での情報提供）

氾濫

注意水位

災害が発生する危険性

のある水位のことで、水防

機関が出動する目安となる

水位

・水防警報（出動）の発令

・洪水予報（氾濫注意情報）の発表

・CCTVカメラによる監視強化

・水位予測情報の関係機関への提供

消防団
待機水位

水防機関が河川状況に応
じてすぐに出動できるよう
待 機・準備するための指
標となる水位

・水防警報（待機）の発令
・施設（堰・水門・樋管・陸閘等）の

操作状況確認
・ダムの状況把握

水防団待機

水位到達前

・洪水対策に必要な人員の確保

・河川利用者への注意喚起

・河川敷のホームレスへの対応



マルチコール・ケイヒンモバイルによる情報周知

避難などに役⽴ててもらえるよう、 洪⽔や⾬量情報などを外出先か
らも確認できるサービスを⾏っています。

XRAIN（エックスレイン）による⾬量情報の提供
地域の⽅々が求めている情報を届けられるよう、ゲリラ豪⾬などの
情報発信を強化するためのレーダーを設置しています。これにより
局所的な ⼤⾬をリアルタイムで観測し、情報を提供します。

XRAINは「X-band polarimetri（c multi parameter）Radar Information Network」の略

称です。 【XRAIN】 http://www.river.go.jp/xbandradar/index.html

⽔質の改善
多摩川の⽔質汚濁は社会問題となり、調布取⽔堰では昭和45年に飲料⽔の取⽔が停⽌されました。京浜河川事務所
では、河川浄化施設の設置等、⽔質改善への取り組みを⾏い、また、下⽔道の整備が進んだことから、今では⽔質
が改善されまし た。

⽔質事故対策
⽔質事故が発⽣した時には、すばやい対応で被害の広がりを防げるよう、事故の様々な情報を集めて対策を⾏っています。

【 近年の様⼦ 】【 昭和 40 年代の調布取⽔堰】

■ 洪⽔情報を電⼦メールでお知らせ！
■ ⽔位や⾬量をモバイルサイトでチェッ
ク！

【 マルチコール 】
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00247.html
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浸⽔想定区域図

洪⽔が起き、万⼀堤防が決壊してしまった時に、どの
場所が⽔に浸かるおそれがあるかの情報を提供してい
ます。また、浸⽔想定区域図に避難場所等を書き加え
た洪⽔ハザードマップは各市区で作成しています。

ライブカメラ
多摩川の河川沿いには、ライブカメラが設置してあり、
いつでも河川の状況を確認することができます。平成
27年度には、標⾼150mの⾼所に取り付けた場所もあ
り、今まで以上に広域に監視できるようになりました。

【浸水想定区域図】

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00194.html

【ライブカメラ】 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index034.html

詳しい結果はこちらをご覧ください。 http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00299.html



地域の⼈々と協⼒して、
災害情報の共有や多摩川の
⾃然を守る活動を広げています。

つながる

⾃治体などと協⼒して⾏っている取り組み

⽔防連絡会・災害情報協議会
多摩川沿川の⽔防関係機関との協⼒や連絡体制を深めて、充実した河川
管理を⾏うために開催しています。平成27年度は、京浜河川事務所の取

り組 み状況の報告や洪⽔対策などについて話し合いました。
参加メンバー：国⼟交通省京浜河川事務所、東京都建設局河川部防災課、東京都⻄多摩建設
事務所、東京都南多摩⻄部建設事務所、東京都南多摩東部建設事務所、東京都北多摩北部
建設事務所、東京都北多摩南部建設事務所、東京都第⼆建設事務所、東京都⽔道局⼩河内貯⽔池
管理事務所、神奈川県県⼟整備局河川下⽔道部河川課、神奈川県横浜川崎治⽔事務所 川崎治⽔
センター、東京都⻘梅市、東京都⽻村市、東京都福⽣市、東京都あきる野市、東京都昭島市、
東京都⽴川市、東京都国⽴市、東京都⼋王⼦市、東京都⽇野市、東京都府中市、東京都多摩市、

東京都稲城市、東京都調布市、東京都狛江市、東京都世⽥⾕区、東京都⼤⽥区、神奈川県川崎市、 協議会の様⼦
東京消防庁警防部特殊災害課、東京消防庁第⼆消防⽅⾯本部

関東地⽅⽔質汚濁防⽌対策連絡協議会
多摩川・鶴⾒川・相模川部会

関係機関とのつながりを深め、多摩川・鶴⾒川・相模川⽔系の⽔質汚濁事故の
発⽣状況や防⽌対策の共有、連絡体制の確認などを⾏うために開催しています。
参加メンバー：東京都、神奈川県、⼭梨県、横浜市、川崎市、相模原市、⼋王⼦市、町⽥市、国⼟交通省

多摩川源流教室 夏休み多摩川教室 多摩川河⼝域船上⾒学会
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避難を促す緊急⾏動に関する会議
平成27年9⽉の関東・東北豪⾬など、近年では⾬が狭い範囲で強く降るこ

とによる災害が発⽣しています。そのため、万⼀災害が発⽣したとしても

地域住⺠の⽅々が安全にすばやく避難できるように市区の職員と話し合い

ました。

オイルフェンスを設置する訓練

多摩川流域協議会

豊かで潤いのある多摩川を次の世代につなぐため、流域の⾃治体が⼀体となって河川環境をより良くするための取り

組みや河川管 理に関わる意⾒交換などを⾏っています。また、流域住⺠に多摩川の美しい環境づくりに関⼼を持って

もらうよう、様々なイベントを 開催しています。



川の⽣き物探し カヌー体験ハゼ釣り

川の安全利⽤点検
河川利⽤者が増えるゴールデンウィーク前に、多摩川を安全に利⽤してもらえるよう、多摩川管内の⼀⻫点検を
市⺠団体などと合同で実施しています。

リバーシビックマネージャー（RCM）
河川管理をより充実させるため、平成12年度にリバーシビックマネージャー（川の
市⺠管理者）制度を創設。公募により委嘱された住⺠の⽅々に、河川について気づ
いたことなどを会議で意⾒交換していただいています。

RCM機関紙「川の市⺠情報」多摩川流域懇談会
多摩川では40年以上も前から、多くの市⺠（団体）が様々な活動を⾏ってきました。
市⺠（団体）・企業・⾃治体・河川管理者が連携し、パートナーシップを築いてい

くため、多摩川流域懇談会を設⽴し、セミナーなどを開催しています。平成27年度

は、「第3回まるごと多摩川まつり」を開催し、「多摩川を歩く」、「多摩川流域

セミナー」、「いい川づくり交流ひろば」を⾏い、約560名にご参加いただきまし

た。

⼆ヶ領せせらぎ館
宿河原堰管理所の⼀画にあり、災害時の復旧活動のサポートを⾏う基地として、
⽔防活動に必要な資材などを保管しています。平常時は、多摩川の歴史・⽂

化・ ⾃然の学習や、地域交流の場として使われています。

⼤師河原⼲潟館
⼤師河原河川防災ステーションの⼀画にある⼤師河原⽔防センターの⼀部を
使って、多摩川の洪⽔時の防災活動や⾃然環境、地域の歴史・⽂化について

情報発信・学習を⾏う市⺠活動の場として活⽤されています。

せせらぎ館外観

⼲潟館外観⽔辺の楽校
川の中や⼲潟の⽣き物観察、カヌー・Eボート体験、源流体験などの様々な活動を⾏うとともに、⼦どもたちが安全に活動して
いくための⽔辺の環境づくりをサポートしています。

これまでに711⼈が活動！

多摩川を歩く
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河川協⼒団体制度
⾃発的に河川の維持・河川環境の保全活動等を⾏っている団体を⽀援しています。

多摩川では平成28年3⽉時点で、次の4団体が河川協⼒団体として指定されています。

・公益財団法⼈ 河川財団 ・特定⾮営利活動法⼈⾃然環境アカデミー
・特定⾮営利活動法⼈多摩川センター ・特定⾮営利活動法⼈とどろき⽔辺

地域のみなさん参加型の取り組み



イベント/河川維持管理カレンダー
平成27年度、どの時期にどんな河川維持管理の仕事を ⾏っていたのか、
多摩川のイベントカレンダーと併せてご紹介します。

平 成

27 年度

河川維持管理についてもっと詳しく知りたい⽅はこちらをご覧ください。
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00299.html
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イベント 河川維持管理

安全利⽤点検

堤防除草
堤防点検
許可⼯作物の点検

合同パトロール

堤防除草
堤防点検

許可⼯作物の点検

野川桜ライトアップ

花⽕⼤会

まるごと多摩川まつり

多摩川ウォーキングフェスタ

川崎国際多摩川マラソン

⼆⼦⽟川どんど焼き

多摩川リバーサイド駅伝

河川パトロール
点検、災害対策
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