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はじめに 

近年、全国各地で毎年のように大規模な水害や土砂災
害が発生しており、平成 25年は台風 26号による東京都
大島での土砂災害、平成 26年は集中豪雨による由良川
の氾濫や広島市の土砂災害、平成 27年は関東・東北
豪雨による鬼怒川の氾濫等がありました。このように異常な
豪雨が頻発するなか、人々の生活や命を脅かす洪水から
身を守るための堤防整備等を進めると同時に、既存の施設
を適切に維持管理することにより、これまで以上に安全を確
保することが求められています。 

河川の維持管理は、洪水や渇水といった自然現象が対
象となるばかりでなく、管理の対象である河川そのものも、自
然現象によってその状態が変化します。また、公共物である
河川は、日常の河川利用も変化の要因になり得るといった
性格を有しています。このため、社会資本全体の老朽化が
懸念される中で、近年の厳しい財政状況も考慮した、効果
的・効率的な維持管理を推進することが重要となっています。

京浜河川事務所では、このような背景を踏まえ、「多摩川河川維持管理計画」（平成24年
3月策定）に基づいた日々の河川の維持管理に取り組むとともに、これら日々の河川管理を評
価し、より効果的・効率的な河川管理を目指すPDCAサイクル型河川管理を実践しています。ま
た、通常、見えにくい管理の取り組みを地域の皆様に知って頂くため、ホームページ等を通じた
「河川管理の見える化」に取り組んでいます。

本レポートは、平成26～28年度に実施した河川管理の取り組み成果を地域の皆様に報告
するとともに、今後の効果的・効率的な河川管理を目指すために過去３年間の実績について、
その変化を比較しながら、わかりやすくとりまとめたものです。          平成 30年 2月 

年間のサイクル型維持管理体系のイメージ 

平成 27 年の災害状況 

関東・東北豪雨による鬼怒川の 
堤防決壊（茨城県常総市） 

出典：国土交通省水管理・国土保全局  平成 27年 9月

関東・東北豪雨に係る被害及び復旧状況等について
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1．河川の概要 

多摩川は、その源を山梨県甲州市の笠取山（標高 1,953m）に発し、途中多くの支流を
合わせながら、東京都の西部から南部を流下し、東京都と神奈川県の都県境を流れ、東京湾
に注ぐ、幹川流路延長 138km、流域面積 1,240km2の一級河川です。 
その流域は、細長い羽状形を呈し、首都圏の南西部にあたる山梨県、東京都及び神奈川県
の 1都 2県にまたがり、流域内の人口は、約 380 万人※で流域面積の約 3分の 1 を占める
中・下流の平野部に集中し、首都圏における社会、経済、文化等の基盤をなすとともに、都市
地域における貴重な自然空間を有しています。 
国が管理を行っている区間は、図 1 に示す多摩川 64.3km、支川浅川 13.2km及び大栗
川 1.1km、計78.6km となっています。 

図 1 多摩川流域図 

表 1 多摩川の諸元 

項目 諸元 
流域面積（集水面積） 約 1,240km2

幹川流路延長 約 138km 
流域内人口 約 380 万人※

流域の自治体 

川崎市、大田区、世田谷区、狛江市、調布市、三鷹市、武蔵野
市、小金井市、府中市、国分寺市、小平市、国立市、立川市、
稲城市、多摩市、日野市、八王子市、昭島市、武蔵村山市、福
生市、瑞穂町、羽村市、青梅市、日の出町、あきる野市、檜原
村、奥多摩町、小菅村、丹波山村、甲州市 

※平成 17 年度国勢調査に基づく算定値

多摩川 64.3km（国管理区間） 

浅川 13.2km 

(国管理区間) 大栗川 1.1km 

(国管理区間) 
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多摩川の国管理区間 

多摩川の管理は、下流区間を田園調布出張所、中流区間と浅川・大栗川を多摩出張所、
上流区間を多摩川上流出張所で行なっています。

図 2 多摩川管理区間図

多摩川下流区間 

多摩川上流区間 

多摩川中流区間 

【田園調布出張所】
住所 
東京都大田区田園調 
布本町 31‐1 
TEL:03‐3721‐4288

【多摩出張所】
住所 
東京都稲城市大丸
3117‐1 
TEL: 042‐377‐7403 

【多摩川上流出張所】 
住所 
東京都福生市南田園 
3‐64‐2 
TEL: 042‐552‐0667 
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2．河川維持管理の概要 

2.1河川維持管理の目標
多摩川は、大正時代に入り本格的な河川改修に着手し、これまでに堤防をはじめとする河川
管理施設を整備し、洪水等被害の軽減を図るとともに、河川利用の推進、河川環境の保全が
なされてきました。 
「多摩川水系河川整備計画（直轄管理区間編）」（平成 13年策定）では、概ね 20
年から 30年間の河川整備の内容を示しており、この計画を踏まえて、「多摩川河川維持管理
計画」では次の通り目標を設定しています。 

 【多摩川の河川維持管理目標】

•河川の維持のうち、洪水、高潮等による災害の防止又は軽減にあたっ
ては、国土保全管理情報を適確に収集する他、河道、河川敷、堤防
及びその他の河川管理施設等を良好な状態に保ちその本来の機能が
発揮されるよう、日頃からの河川巡視等やモニタリングにより異常の早期
発見に努め機動的な維持管理を行うとともに、河川管理施設等の機
能の維持更新を計画的に行う。また、河川管理施設については、操作
規則、操作要領等に基づき適切な操作を行い、機能の維持に努める。
•洪水、高潮等の発生により堤防等の河川管理施設が被災した場合に
は、二次災害を防止するため、応急的に機能回復を図り出水期終了
後に速やかに本復旧を行うとともに、平常時においても、被害の軽減の
ため洪水、高潮体制の充実に努めるほか、関係自治体と連携してハザ
ードマップの作成・頒布等の情報提供体制の充実を図る。

洪水、高潮
等による災害
の防止

•河川の適正な利用にあたっては、河川の秩序ある利用形態を維持する。
具体的には、河川管理者、関係機関、自治体、学識経験者、自治会
及び市民団体等が、各々の責務を認識し、有機的に連携を図りながら
きめ細かな河川管理を目指す。なかでも、川に関するモニター（監視）、
レンジャー（警備）、レスキュー（災害時の救出）機能を担うボランティ
アを実施する市民に対して、その活動を支援する制度などを充実し、「協
働の維持管理」を推進する。

河川区域等
の適正な
利用

•河川環境の整備と保全に関しては、歴史的に「多摩川河川環境管理計
画」の果たしてきた重要な役割を認識し、今後とも「多摩川河川環境管
理計画」を踏まえ、河川環境の整備を図るとともに、関係自治体や地域
住民等との共通認識のもと秩序ある利用に努め河川環境の保全を図る。

河川環境の
整備と保全
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2.2河川維持管理における主な実施内容
河川の維持管理は、多摩川河川維持管理計画に基づき、河川巡視、堤防点検等により河
川の状態を把握し、これらを踏まえて、施設の補修等の必要な維持管理対策を随時実施して
います。

河川の状態把握

維持管理対策

堤防点検 設備点検 

水質観測 河川巡視 

安全利用点検 

護岸補修 安全利用対策 

河川環境の保全 水防等に関する情報提供 

樹木伐採 

不法投棄対策 

河川環境の基本データ 
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3．河川の状態把握 

3.1基本データの収集 

3.1.1 水文・水理等観測

実施の基本的な考え方

水文・水理等観測として、多摩川では雨量、水位、流量、水質を観測しています。 
雨量や水位観測等で得られるリアルタイムデータは、適切な洪水対応、河川管理施設の保
全、渇水調整などの基本データとして活用します。 

取り組み状況
所定の観測所および実施箇所において、雨量、水位、流量、水質を観測しました。雨量、
水位は自動観測、流量は現地観測を実施しており、洪水時や渇水時においてもデータを取
得し続けています。水質は現地で採水し、室内で分析しています。雨量、水位はリアルタイム
データとして、水質は測定結果を HP に公開しており、確認することができます。

表 2 水文・水理等観測の収集状況

実施項目 実施箇所 頻度 実施方法 備考 

雨量観測 11 箇所 常時 自動観測  
水位観測 12 箇所 常時 自動観測  

流量観測
18箇所 年 6～36 現地観測 低水流量観測
8箇所 出水時 現地観測 高水流量観測

水質観測 17 箇所 月 1日 現地採水・分析 うち 4箇所は、年 4回のみ 

◇水位・雨量に関する情報◇http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index033.html
◇水質に関する情報◇http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin_index026.html

水位・雨量に

関する情報 
水質に関する

情報

図 3 水位に関する情報の画面 

（多摩川河口） 
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図 4 平成 28 年台風 9 号による出水の水位観測結果 

   図 5 出水時の流量観測※の様子 

 図 6 水質観測（現地採水）の様子 

平成 26年 10月台風 18号（浅川）平成 26年 10月台風 18号（田園調布（下））平成２７年９月台風１８号（石原） 平成２７年９月台風１８号（浅川橋）

★河川維持管理の解説★
出水時の流量観測とは・・・
洪水が流れる川の中へ浮子（ふし）を落とし、一定距離を流れた時間から洪水の流速を計測し、洪水が
流れる横断面積に流速を掛けて流量を求めます。ちなみに、浮子は紙製で筒状になっており、水に溶ける
ものを使用しています。また、夜間では、ケミカルライトを使用し、浮子を見逃さないようにしています。
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3.1.2 測量

実施の基本的な考え方

現在の河川形状を把握するため、縦断面、横断面、平面の測量を行います。測量を行うこ
とで、流下能力（洪水を流せる流量）の把握や河床の洗掘や堆積など河床の変動状況等
を確認することができ、今後の維持管理の基本データとします。 

取り組み状況
測量（縦横断測量・空中写真測量（平面測量））は、概ね 5年に 1回実施しており、
浅川では平成23年度、多摩川・大栗川では平成24年度に実施しました。 
また、洪水の状況に応じて堰等構造物周辺では、モニタリングのための測量を実施していま
す。 

図 7 測量結果

3.1.3 河道の基本データ 

実施の基本的な考え方

河道の基本データを収集するため、測量に加えて河床材料調査、河道内樹木調査を実施
します。河床材料調査は、河床の変動状況や流下能力を把握するための基本データとなり、
河道内樹木調査は流下能力や堤防等の施設の機能保持を検討するために実施します。

取り組み状況

河床材料調査は、概ね 5年に 1回実施し、最近では、平成24年度に河床材料調査を
実施しました。また、河道内樹木調査は、必要に応じて実施しています。 

図 8 河床材料調査状況（H24）      

横断測量図 空中写真測量 

22.0k 

22.0k 
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3.1.4 河川環境の基本データ 

実施の基本的な考え方
河川環境の整備と保全のため、河川水辺の国勢調査※を中心として、河川における生物の
生息・生育状況等や、河川の利用実態等について把握します。 

取り組み状況

多摩川では、平成 26年度に植物調査、河川空間利用実態調査、平成 27年度に河川
環境基図作成調査、平成 28年度に魚類調査を実施しました。各調査結果を活用し、多
摩川における河川環境の整備や保全に取り組んでいます。 

表 3 河川水辺の国勢調査実施状況 

実施項目 近年の実施年度 頻度 実施方法 

魚類調査 平成 28年度 5年に1回 現地調査 

底生動物調査 平成 24年度 5年に1回 現地調査 

植物調査 平成 26年度 10年に1回 現地調査 

鳥類調査 平成 25年度 10年に1回 現地調査 
両生類・爬虫類・
哺乳類調査 平成 20年度 10年に1回 現地調査 

陸上昆虫類等調査 平成 21年度 10年に1回 現地調査 

河川環境基図作成調査 平成 27年度 5年に1回 図面作成 

河川空間利用実態調査 平成 26年度 5年に1回 現地調査 

図 9 河川環境基図作成調査 

★河川維持管理ワードの解説★
※河川水辺の国勢調査とは・・・
河川水辺の国勢調査は、河川環境の状態を把握するために、生物調査（魚類、底生生物、植物、

鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、陸上昆虫類等）と河川環境基図作成調査（陸域と水域の状況
等）の調査を行います。
 河川水辺の国勢調査の結果は、京浜河川事務所の HP で確認することができます。

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00294.html 
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3.2堤防点検等のための環境整備（堤防除草） 

実施の基本的な考え方
堤防点検を実施する際に、堤防にクラックや法崩れなどの異常がないか把握しやすくするた
めに、出水期前と台風期の点検前に堤防の除草を行っています。

取り組み状況

堤防除草は、出水期前と台風期の年２回実施しました。 
また、堤防除草の実施時期については、ホームページにおいて事前に公表する取り組みを継
続的に実施しています。 

表 4 除草実績        

区間 
除草面積（ha） 

平成 
26 年度

平成 
27 年度

平成 
28 年度

多摩川下流 140.2 138.4 140.5
多摩川中流 140.0 141.8 140.7

多摩川上流 68.3 94.2 93.6

合計 366.5 374.4 374.8

◇堤防除草の予定◇http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00270.html

図 11 除草予定のホームページへの掲載 

図 10 堤防除草の様子
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3．河川の状態把握 

京浜河川事務所 河川管理レポート 2016 

多摩川 

3.3河川巡視（河川パトロール） 

3.3.1 平常時の河川巡視 

実施の基本的な考え方
河川巡視は、河川管理施設等の異常箇所の早期発見、河川空間等での不法行為や迷
惑行為などの確認と現地対応、河川空間の利用状況や自然環境等の情報収集を目的に
実施しています。 
平常時の河川巡視は、河川維持管理の基本となるも
のであり、河川の異常および変化等を全体的に把握し
ます。河川巡視により異常な状況等を発見した場合は、
適切に対応します。
（注）堤防や河川敷内の自転車・歩行者専用道路などは原則、

車両進入禁止としていますが、管理上の必要性を考慮して、
管理用車両は対象外としています。 

取り組み状況
平常時の河川巡視は、表 5 に示す体制で 1年間実施しました。 

表 5 河川巡視の実施状況 

実施項目 区間 巡視日数 実施体制 実施手段 

河川巡視

多摩川下流 週 7日 2 班 バイク 
多摩川中流 週 7日 3 班 バイク 
多摩川上流 週 6日 1 班 バイク 

平成26～28年度の河川巡視結果は、以下のとおりです。

   図 4 巡視結果（大項目）の内訳（多摩川全体） 

図 3 河川巡視の様子

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

※本データは、新たに発見したものに加え、定期的に状況を確認しているものなどを含んでいます。
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3．河川の状態把握

京浜河川事務所 河川管理レポート 2016 

多摩川

表 6 河川巡視項目の説明

巡視項目（大項目） 主な巡視内容 備考 

河川区域等における違
法行為の発見

河川法の許可が必要とされている行為が無許
可でされている場合や禁止行為の確認
※ごみ等の投棄、不法占用、不法工作物等

違法行為についてはコ
ラム①参照（P12） 

河川管理施設、許可工
作物の維持状況の確認 

堤防や護岸などの構造物における変状の確
認 

変状内容については
3.4.1 参照（P14） 

河川空間の利用調整に
関する事項の情報収集 

河川敷や親水施設等の利用状況や危険行
為・迷惑行為等の状況確認等 

迷惑行為についてはコ
ラム①参照（P12） 

河川の自然環境に関わ
る事項の情報収集 

河川の水位・水質や季節的な自然環境の変
化、自然保護上重要な生物の状況等 

区間別の傾向をみると図 5 に示すとおり、都心部である多摩川下流・中流は「違法行為の
発見」が約半数を占め、中でもごみ等の投棄や不法占用、不法工作物に係る報告が非常に
多くなっています。一方、多摩川上流では、「河川管理施設、許可工作物の維持管理状況
の確認」が比較的多く報告されており、ラジコンやゴルフなど他の河川利用者に危険を及ぼす
恐れのある利用形態が多く見られます。
河川の適正な利用にあたっては、河川巡視による監視や、抑制に向けた指導、注意喚起を
粘り強く継続していくことが重要です。

区間 大項目の内約 凡例

多摩川
下流

多摩川
中流

多摩川
上流

図 5 巡視結果（大項目）の内訳（区間別） 

平成 27 年度

平成 27 年度

平成 27 年度

平成 28 年度

平成 28 年度

平成 28 年度
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3．河川の状態把握 

京浜河川事務所 河川管理レポート 2016 

多摩川 

コラム① 河川区域等における迷惑行為や違法行為について
 河川の敷地の大部分は、「昔から誰の所有にも属さない土地」＝「国民皆の共有地」との考え方により国
有地とされています。 

 河川は古来より、洪水を安全に海へと流すなどの「治水」、上・工水や農業用水としての利用などの「利
水」、人と川とのふれあい活動や自然環境の保全などの「河川環境」のほか、水上交通や漁業等の経済
活動の場になるなど多彩な役割を果たしています。現在の河川法はこれらの河川の役割が損なわれない
よう、「勝手に畑にしてしまうなどの国有地の不法占用」や「洪水時に流されたり、集積して水の流れを妨げ
るなどの危険を及ぼす不法工作物の設置、土砂や資材などの勝手な持ち込み」、「洪水の流れを変えて
しまったり、土地が削られるなどの危険性を高める、勝手な河川敷地の掘削や盛土」、「河川の環境を悪
化させるゴミの不法投棄等」を禁じています。

 一方、河川敷の国有地はそもそも「国民皆の共有地」として、法律や条令で禁止されていない限り、自由
に使用できる権利があります。（「河川の自由使用」と言います。）ただし、社会生活全ての面において、
個々の権利の行使には、法律や条令だけではなく、「社会常識や習慣」、「地域毎の習俗」や「公共の福
祉」などによる制限があるように、河川の自由使用においても同じ事が言えます。 

 違法行為には、許可なく国有地を畑地にしてしまうなどの不法耕作、生活ごみや粗大ごみを放置する不
法投棄、釣りの足場やホームレスなどの住居を設置する不法工作物があります。これらの工作物等を確
認したら、注意書・警告書を貼り付けて、行為者には口頭注意を行います。

 違法行為にまで至らない迷惑行為には、河川敷ゴルフやラジコン飛行機、最近ではドローンの飛行（京
浜河川事務所では、ラジコン飛行機と同様のものと認識しています。）などがあります。また、河川敷での
バーベキューにおける騒音・悪臭、自転車利用者と歩行者のトラブルの苦情も多くなってきています。これら
の行為を巡視時に確認したら、口頭による注意喚起を行っています。

 河川はみんなが利用する場所なので、利用者一人一人が安心して気持ちよく利用できるように心がけて
いただくよう、よろしくお願いします。 

不法工作物 迷惑行為（ラジコン）
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3．河川の状態把握

京浜河川事務所 河川管理レポート 2016 

多摩川

3.3.2 出水時の河川巡視 

実施の基本的な考え方

洪水及び高潮による出水時には、洪水流や堤内地の浸水、河川管理施設等の状況を全
体的に把握するため、河川巡視を迅速に行います。出水時の河川巡視は、氾濫注意水位を
超える出水および顕著な高潮が発生した場合等に行います。 

取り組み状況
平成 28年度は、表 7 に示す１つの洪水について出水時巡視を実施しました。出水時巡
視の実施により、堤防などの構造物に対して特に異常がないことを確認しました。
なお、水位低下後には出水後の巡視・点検を行ない、倒木の撤去等を実施しました。

表 7 出水時巡視の実施概要 

年度 要因 巡視区間 巡視開始 巡視終了 結果 

平成 
26年度

停滞した 
低気圧 

多摩川中流
6/7 1:25 6/7 6:00 異常なし

6/7 13:40 6/7 17:00 異常なし

多摩川下流 6/7 4:30 6/7 8:05 異常なし

台風 18号 多摩川下流 10/6 11:23 10/6 13:40 異常なし

平成
27年度

台風 17
・18 号 多摩川中流 ９/９ ０:４0 ９/９ 17:45 異常なし

平成 
28年度 台風 9号 

多摩川中流・
大栗川 8/22 12:17 8/22 17:00 異常なし

多摩川下流 8/22 14:15 8/22 19:20 異常なし

浅川 8/22 12:30 8/22 17:00 異常なし

図 6 出水時の河川巡視の様子
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多摩川 

3.4点検 

3.4.1 堤防点検 

実施の基本的な考え方
堤防点検は、治水上の機能を確保するために、出水期前（5～6 月頃）と台風期（9月
頃）に堤防や護岸などの河川管理施設に変状がないかを点検しています。堤防点検で対策
が必要であると判断された場合は、適切な対策を行い、持続的に安全を確保しています。 

取り組み状況

京浜河川事務所の多摩川、浅川、大栗川において、出水期前と台風期の年 2回、堤防
点検を実施しました。点検は、徒歩による目視で行い、堤防や護岸等に亀裂、陥没、すべり
等の変状が発生していないかを確認しました。 
点検の結果、平成 26年度では 114箇所、平成27年度では264箇所、平成 28年
度では 296箇所の変状を確認しました。このうち、目視のみでは変状の要因がわからない箇
所は、護岸のブロックを撤去し内部を確認するなどの詳細調査を実施しました。（特に平成
27年度からは、堤防点検評価の基準の強化を図っています。）

  表 8 堤防点検実施概要 

区間 1 回当りの点検延長
（堤防の左右岸延長）

変状確認箇所数 
平成 
26年度

平成 
27年度

平成 
28年度

多摩川下流 約  44km 26 63 79
多摩川中流 約  61km 36 79 98 
多摩川上流 約  36km 52 122 119
合計 約141km 114 264 296

※点検により、対策を行った箇所数については 4.1（P25）を参照 

図 7 堤防点検の様子 
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多摩川

平成 28年度の堤防点検によ
る変状確認箇所は、「樹木繁茂」
と「裸地化・踏み荒らし」が多く全体
の約 7割となっています。 
また、区間別で見ると、下流では
「樹木繁茂」、「法崩れ・浸食」
など多岐にわたる項目で多いのに
対し、中・上流では、「樹木繁茂」
と「裸地化・踏み荒らし」が突出して
多く確認された。堤防点検評価の
基準の強化を行ったことにより、平
成 26年と比較して平成 27年、
28年と「樹木繁茂」の確認数が特
に多くなっている。 

図 9  堤防点検変状確認箇所数（変状項目別） 

（平成 28年度） 

図 8 堤防点検箇所変状項目 

  （平成 28 年度） 
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多摩川 

3.4.2 地震後の点検 

実施の基本的な考え方
震度5弱以上が発生した場合、または震度4 で洪水が見込まれる場合には、堤防等の河
川管理施設の被災状況の確認を目的とし、点検を実施します。また、地震発生時には管内
の橋梁を河川監視カメラ（CCTV）で確認し、橋梁管理者へ通報できる体制を整えています。 

取り組み状況

平成 28 年度においては、地震後の点検が必要となる震度 4 の地震は発生しませんでした。 

表 9 地震後の点検実施概要

年度 日付 震源地 区間 震度 点検結果 

平成 
26年度

5/5 伊豆大島近海 
（最大震度：5弱） 多摩川下流 震度 4 異常なし

9/16 茨城県南部 
（最大震度：5弱）

多摩川下流 震度 4 異常なし

多摩川上流 震度 4 異常なし

平成 
27年度

5/25 埼玉県北部
（最大震度：５弱） 多摩川中流 震度４ 異常なし

5/30 小笠原諸島西方沖
（最大震度：５強） 多摩川下流 震度４ 異常なし

9/12 東京湾 
（最大震度：５弱）

多摩川下流
多摩川中流
多摩川上流

震度４ 異常なし

2/5 神奈川県東部
（最大震度：４） 多摩川下流 震度４ 異常なし

平成 
28年度

※河川監視カメラ（CCTV）については、P44 のイーグルアイをご覧ください。 

発生なし
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3.4.3 川の安全利用点検 

実施の基本的な考え方
安全利用点検は、親水を目的とした施設の安全確保のため、施設点検を実施します。河
川を利用する場合は、利用者自らの責任において利用することが原則ですが、利用者がより
安全に河川を利用することができるように、堤防や親水施設に設置してある転落防止柵や階
段の手すりの状況などを河川利用者が多くなる時期を考慮して、安全利用点検を実施します。

取り組み状況
例年、河川利用者が増えるゴールデンウィーク前の時期に利用者の安全確保のために沿川
の市民団体、NPO等と合同で安全利用点検を実施しています。点検では、より安全に安心
して河川を利用することができるように、堤防や水際、階段等を中心に対策や注意喚起が必
要な箇所がないかを確認しました。 
点検の結果、平成26年度は27箇所、平成27年度は218箇所、平成 28年度は
151 箇所の要対策箇所を確認し、改善措置を実施しました。 
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表 10 安全利用点検実施概要 

区間 1 回当りの点検延長
（堤防の左右岸延長）

要対策箇所数 
平成 
26年度

平成 
27年度

平成 
28年度

多摩川下流 約  44km 13 93 7
多摩川中流 約  61km 10 7 14
多摩川上流 約  36km 4 118 130
合計 約 141km 27 218 151

図 10 安全利用点検要対策箇所数 

図 11 安全利用点検と応急対策の様子 

対応

対応

土のうによる補修を 
行った。

木柵が損傷している。 木柵を補修した。 

護岸が破損している。 
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3.4.4 水門等構造物の点検 

実施の基本的な考え方

機械設備を伴う河川管理施設（堰・水門・樋管等）が正常に稼働し、効果が十分に発
揮できることを確認するため、定期点検や臨時点検等を行います。

取り組み状況

機械設備の損傷や異常の発見、機能の正常稼働等の確認として、目視や計測、作動確
認による定期点検（1回/月）を実施しました。
点検の結果、異状が確認された箇所については、水門操作に支障となる堆積物の除去や、
不具合が生じていた操作機器の部品交換等を行いました。
作動確認では、運転操作を伴う全ての水門等構造物が、事務所等からの遠隔監視・操作
を含め、良好な稼働状態であることを確認しました。

 表 11 水門等構造物の点検箇所 

構造種別 箇所数 施設名 
堰 1 二ヶ領宿河原堰
水門 4 羽田第一水門、羽田第二水門、六郷水門、三沢川水門

樋管 10 

調布排水樋管、玉川排水樋管、新玉川排水樋管、
二ヶ領用水宿河原樋管、草花第二排水樋管、 
草花排水樋管、滝合排水樋管、西長沼排水樋管、

大和田排水樋管、小河原排水樋管 

 図 12 水門点検の様子 
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3.4.5 電気通信施設の点検 

実施の基本的な考え方
河川管理施設のうち、河川の状況把握に使用する光ファイバ網や河川監視カメラ(CCTV)、
河川や天候に関する状況をお知らせする河川情報表示板や気象情報提供装置等が正常に
稼働し、その機能が十分に発揮できることを確認するため、定期点検及び臨時点検を行いま
す。 

取り組み状況

機器の作動確認のため、点検として総合点検、個別点検（各1 回/年）を実施しました。
点検の結果、河川監視カメラ（CCTV）におけるワイパーゴムの劣化等を発見し、部品交換
等を行いました。

表 12 電気通信施設の点検箇所 

装置種別 箇所数 施設名 

河川監視カメラ
（CCTV） 147 

多摩川本川  124 
浅川             22 
大栗川            1 

河川情報表示板 3 
ＪＲ川崎駅構内 
ＪＲ八王子駅前 
二ヶ領せせらぎ館

気象情報提供装置 8 浅川       8 
光ケーブル 127km  

図 13 電気通信施設点検の様子 
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多摩川

3.4.6 観測施設、機器の点検 

実施の基本的な考え方

河川管理のための基礎情報となる雨量、水位、流量等の水文・水理データを適正に観測す
るため、定期的に観測施設、機器を点検します。 

取り組み状況

表 2（5頁参照）に示す水文・水理等観測施設のうち機材を使用して自動観測を行って
いる雨量計・水位計について、月1回の点検を実施し、出水期前の5月には総合点検（機
器の検定）を実施しました。また、流量観測については、観測断面上にある量水板等の施設
について4月に点検を行いました。

【点検の実施内容】 
・観測機器の動作確認 
・観測機器の清掃 
・記録データ回収 
・量水板の状態の確認 など 

図 14 雨量計点検の様子



22

3．河川の状態把握 

京浜河川事務所 河川管理レポート 2016 

多摩川 

3.4.7 許可工作物の点検（検査） 

実施の基本的な考え方
河川管理者の許可を受け、自治体や企業等が設置・管理している樋管、橋梁、公園等の
構造物は、各施設管理者が適切に管理します。これらの維持管理状況を京浜河川事務所
が検査し、必要に応じて、各施設管理者へ施設の補修等を指導します。 

取り組み状況

5月と 11月に施設管理者立ち会いのもと許可工作物の維持管理状況の検査を実施し、
構造物の補修など対応が必要な施設については施設管理者に対して指導しました。
指導事項としては、運動場のネットの位置の是正や工作物の数量確認等があげられました。 

     表 13 検査施設数            ( )指導数   

年度 橋梁 樋管 トンネ
ル 堰 陸閘 取水

口 
平面
・道路 水門 その他 

(排水管) 計 

平成 
26年度

79 112 8 8 3 1 206 2 1 420
(15) (22) (0) (4) (0) (1) (9) (1) (0) (52)

平成 
27 年度

79 111 8 8 3 1 207 2 1 420
(10) (29) (0) (4) (0) (0) (13) (0) (1) (57)

平成 
28 年度

140 156 0 8 0 5 161 1 5 476

(13) (24) (0) (4) (0) (2) (29) (1) (0) (73)

図 15 検査の様子
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多摩川

コラム② 日常における点検の重要性
 平成24 年7月は九州で発生した豪雨、平成25 年は台風18 号や26 号による豪雨等による災
害、平成 26 年は広島、京都での集中豪雨や台風 18 号や 19 号、平成 27年は関東・東北豪雨
による鬼怒川の決壊があり、近年では、毎年のように大規模な災害が発生しています。 

 これらの災害に対応するため、河川整備を進めるとともに、整備された河川を適切に維持管理し、持
続的に安全を確保することがますます重要となっています。 

 堤防は一度決壊に至ると甚大な被害が生じるため、日常における点検を実施し、適切な補修等を
実施することで、弱点を作らないことが大切です。



出典：梅雨前線に伴う平成 24年 7 月 13・14 日出水について(速報版第 2報)【矢部川水系、筑後川水系、山国川水

系、遠賀川水系、六角川水系】、平成 26 年 8月 16 日～17 日 由良川出水報告(第一報) 

由良川での浸水状況 
平成 26年京都府での前線降雨 

堤防点検の実施 損傷の発見 応急措置や補修を実施 

出典：「戦略的な河川の維持管理」国土交通省水管理・国土保全局河川環境課資料

堤防が決壊した矢部川 
平成 24 年九州豪雨

由良川

関東・東北豪雨による鬼怒川の決壊（茨城県常総市） 
出典：国土交通省水管理・国土保全局 平成 27年 9月関東・東北豪雨に係る被害及び復旧状況等について
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多摩川 

コラム③ 多摩川の過去の被災事例 ～狛江水害～
 昭和49 年9月1日、台風16号の降雨により、二ヶ領宿河原堰の固定部を迂回する流れが発生
し、河川敷を侵食しました。 

 迂回流により、狛江市猪方地先の堤防が決壊するとともに、19 棟の民家が流されるという大きな災
害となりました。 

 この災害を契機に、堰の構造が見直され、平成11 年に全面可動堰に改築されました。

 洪水時にはこのような施設が確実に稼働する必要があるため、構造物の定期点検や臨時点検によ
り、施設の信頼性確保に努めています。 

堤防の決壊 迂回流の発生 

旧・宿河原堰 新・宿河原堰 

点検の様子 
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多摩川

4．具体的な維持管理対策
河川巡視や点検により状態を把握し、施設の機能発揮等に支障があり補修が必要であると
判断した箇所において、適切な維持管理対策を実施しました。

4.1堤防護岸等の施設の維持管理対策

実施の基本的な考え方

河川管理施設等の機能を確保するため、堤防、護岸、水門・樋管、防災施設等で確認さ
れた現象のうち、河川管理上の支障となる場合は適切な処置を実施します。 

取り組み状況

各施設の点検の結果から河川管理上支障となる状況及び緊急性を検討して補修等を実
施しました。 

表 14 施設の維持管理対策の実施状況 

区間 
堤防補修等箇所数 護岸補修等箇所数 

平成 
26 年度

平成 
27 年度

平成 
28 年度

平成 
26 年度

平成 
27 年度

平成 
28 年度

多摩川下流 46 26 9 3 5 3 
多摩川中流 40 7 5 0 2 4 
多摩川上流 7 14 0 2 5 2 
合計 93 47 14 5 12 9 

図 16 堤防・護岸における補修例

護岸破損 護岸補修 

階段すり付け部の補修 階段すり付け部の損傷

補修

補修
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4.2樹木伐採 

実施の基本的な考え方
河道内の樹木は、洪水の水勢の緩和や河川の生態系の保全、良好な景観の形成等の
重要な役割がある一方、洪水の流下を阻害するおそれがあり、堤防・護岸等の施設に損傷を
与え、河川巡視の妨げ、根が堤防や護岸に損傷を与える場合がある。これらのように維持管
理に支障がある樹木は、伐採します。 

取り組み状況

堤防・護岸等の施設に損傷を与えるおそれのあるものや河川利用上著しい支障のあるもの
等で、早急に対策が必要な樹木を伐採しました。 

表 15 河道の維持管理対策の実施状況 

区間 
樹木伐採・倒木撤去等箇所数 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度

多摩川下流 13 10 9 

多摩川中流 20 6 10 

多摩川上流 9 36 2 

合計 42 52 21 
                                          ※枝打ちも含む

図 17 樹木伐採の例

伐採前 伐採後 
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多摩川

コラム④ 伐採木の薪などへの利用
① 伐採木の無償配布を実施 

 堤防や河川敷に樹木が生えることによって、洪水の流下を阻害したり、堤防の弱体化につながった
り、また倒木すると通行の支障になったりすることから、京浜河川事務所では多摩川の堤防や河
川敷に繁茂しているハリエンジュ（ニセアカシア）等の樹木を順次伐採しています。 

 ハリエンジュは薪材として有用であり、有効活用及び伐採木の処分コストの縮減の観点から、無
償配布を実施しました。 

② 配布内容 
● 配布場所・時期   

日付 参加者数 配布量 備考
平成 28 年 3月 11、12、17、18 日 149 名 約 4470 本
平成 28 年 12 月 16、17 日 107 名 約 2560 本

③ 配布実績 
● 平成 28 年度は配布人数 107 人に対し、配布
数量約 2560 本程度(L=約 1.0～1.5ｍ)を
配布することができました。 

● 無償配布により、処分の費用の削減を図ることが
できます。 

● 今後も引き続き、このような取り組みを実施してい
きたいと考えています。 

無償配布により処分に必要なコストが縮減 

無償配布した伐採木 

伐採木の処分の流れと無償配布によるコストの縮減 
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4.3不法投棄対策

実施の基本的な考え方
不法投棄は法律で禁止されており、違反したものには罰則が科せられます。河川巡視等に
より不法投棄を発見した場合には、行為者の特定に努め、行為者への指導監督、投棄物の
撤去等の対応を適切に行います。

取り組み状況

河川巡視等で発見した不法投棄で、悪質なものは警察に通報し、行為者の特定に努める
とともに、表 16 のとおりゴミの収集・処分を行いました。

表 16 河川区域内の維持管理対策の実施状況 

図 18 多摩川で確認された不法投棄 

区間 
廃棄物処分量（m3） 

平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度
多摩川下流 548 187 157 
多摩川中流 360 192 418 
多摩川上流 230 122 0
合計 1138 501 575 
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多摩川

コラム⑤ 不法投棄の実態と対策
 河川敷のゴミの不法投棄の実態を皆さんに知っていただ
くために、ゴミの件数・種類・場所を表示したゴミマップを
作成しています。ゴミの投棄状況を示したマップを公表す
ることにより、少しでも不法投棄が減ることを期待していま
す。 

 不法投棄の対策としては、ゴミの不法投棄を発見した場
合は、警告書を貼付することで投棄者による撤去を促し
ています。 

 また、悪質な場合は、警告看板の設置や監視カメラや
巡視による監視を強化するとともに、警察に通報します。 

 不法投棄は、河川法においても、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。

 みんなが気持ちよく河川を利用できるように、ゴミを捨てない
ようにしましょう。 

設置している看板の例

◇ゴミマップ◇ 
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00265.html 
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コラム⑥ 多摩川クリーン作戦
 多摩川クリーン作戦は、沿川の自治体が主催し、市民によるボランティアが参加して、多摩川とその支川で

ゴミ清掃を行うものです。京浜河川事務所では、職員が参加するとともに、ゴミ袋や軍手などの物資提供や
開催情報の広報などにより、活動を支援しています。 

 平成28 年度では、各自治体で合計 21 回実施され、参加者は約 7.7 万人、ゴミ収集量は約 85 トン
でした。また、平成 16～28 年で、各自治体で合計316 回以上実施され、のべ約123 万人の参加があ
りました。 

多摩川クリーン作戦参加者の推移 

活動の様子 
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4.4不法占用対策

実施の基本的な考え方
国有河川敷は自由に使用することが可能ですが、占用する場合は国に許可を申請する必
要があります。不法占用や不法工作物の設置等を発見した場合には、行為者を見つけるとと
もに、速やかに口頭で注意を促し、撤去し原状に回復することを指導・警告します。 
なお、ホームレスによる不法占用等については、「ホームレスの自立の支援等に関する特別
措置法」の趣旨を踏まえ、地元自治体の福祉部局等と連携して施設への入居を促すなど、
是正のための措置を講じていきます。 

取り組み状況

河川巡視等による実態把握、監視を行い、不法耕作地および農具小屋などの不法工作
物等の行為者に対する口頭による注意喚起、自主是正を促す警告看板を現地に設置する
などの対策を実施しました。 
また、多摩川とその支川ではホームレスが多いことから、河川巡視等による退去勧告を粘り
強く継続するとともに、沿川自治体の福祉部局や所轄警察署との合同で巡視・指導を行いま
した。 

表 17 平成 28 年度のホームレス合同巡視の実施状況 

実施年月日 実施機関 
平成 28 年 8月 2日 大田区・京浜河川事務所 
平成 28 年 8月 12 日 川崎市・京浜河川事務所 
平成 28 年 10 月 31日 大田区・京浜河川事務所 
平成 28 年 12 月 2日 川崎市（道路）・京浜河川事務所 
平成 28 年 12 月 21日 川崎市・京浜河川事務所 
平成 28 年 12 月 28日 世田谷区・京浜河川事務所 
平成 29 年 1月 12 日 日野市・日野警察署・京浜河川事務所 
平成 29 年 2月 3日 川崎市・京浜河川事務所 

図 19 年度毎のホームレス数の推移  
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コラム⑦ 船舶の放置行為に罰則
 河川法施行令改正（平成 26年 4月 1日施行）により、船舶など河川管理者が指定したも
のを「みだりに捨て又は放置すること」が禁止行為として追加され、罰則が適用されるようになりまし
た。 

 京浜河川事務所では、放置艇対策をより強化することを目的とし多摩川では「船舶」を指定し、
罰則の対象としました。 

 違反した場合は、3 ヶ月以下の懲役又は 20 万円以下の罰金が科せられます。

 船舶を無断で放置することは、洪水時に流出し、河川管理施設などが損傷する被害が生じること
や不法係留船から油が流出し河川環境に被害が生じることが予想されます。船舶は登録し、適
正な係留・保管場所で保管するよう、お願いします。

コラム⑧ 不法耕作地への対応 

 多摩川では高水敷などに不法に耕作地を作っている場所がみられます。そのような場所を不法耕
作地と呼び、口頭による注意喚起や警告書の貼り付けを行い、元通りに復旧してもらうことを指導
しています。 

 平成 26 年度では河川に関する工事を行うため、工事の支障となる不法耕作地についての対策
を強化し、約 52000 ㎥の不法耕作地の是正を行いました。 

河川区間内に放置された船舶（数年前の状況）

是正前 是正後

不法耕作状況及び是正後 
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多摩川

4.5河川環境の維持管理対策

実施の基本的な考え方
多摩川環境管理計画に基づいて良好な河川環境が保全されるように、自然環境や河川
利用に係る河川の状態把握を行いながら、適切に河川環境の維持管理を行います。 

取り組み状況

平成28年度も、多摩川永田地区において、市民との協働により、カワラノギク保全
活動等を行いました。

コラム⑨ 環境保全に向けた取り組み①

○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』とは～
 カワラノギクは、かつて多摩川の河原に群生しシンボル的な存在でしたが、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。 

 多摩川では河川環境の変化などにより、急激にその数を減らしましたが、保全を実施した結果、開花
個体は増加しました。 

 カワラノギク プロジェクトとは、多摩川に残された最後の生育地において、市民・研究者・自治体・河川
管理者が一緒になって取り組んでいる保全活動です。

 将来的には、人の助けがなくてもカワラノギクが存続できるようになることを願い、活動を行っています。

カワラノギク 

市民との協働による除草作業 開花状況 

開花状況調査 
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コラム⑩ 環境保全に向けた取り組み② 

○魚がのぼりやすい川づくり 
 多摩川では、河口から小河内ダム下流までの間（約 89km）にある横断工作物（堰、床止め

等）に魚道を整備することで河道の連続性を保ち、魚にとって良い環境づくりを行っています。
 平成28 年のアユの遡上数は、東京都の調査によると約 463 万尾で高水準を維持しています。 
 魚道管理者等により年２回の魚道点検を行い、魚道機能維持に努めています。点検結果は魚道

管理連絡会で情報共有しています。

アユの遡上状況二ヶ領上河原堰の魚道

魚道の整備状況



35

４．具体的な維持管理対策

京浜河川事務所 河川管理レポート 2016 

多摩川

コラム⑪ 治水と環境が調和した川づくり
① 現状と課題 
 多摩川の上流部では、洪水により水の流れる場所が固定されてしまったことで川底の低下や河川敷

の樹林化・陸化といった河道の二極化現象が進行しています。
 このまま二極化を放置すれば、堤防や橋梁の安全性は低下し続け、砂利の河原、河原の植物や生

物、湿地といった生態環境も減少し続けていくことが懸念されます。

② 課題に対する対応 
 河川敷の樹林を伐採し切り下げるとともに、深く掘れてしまった川底を回復させるといった、河道の二

極化を解消する対策を実施しています。 
 樹林を伐採した河川敷に、オギなどのかつて多摩川に多く存在した植生が生育しやすい環境をつくり

ます。 
 具体的な方策については、学識者等の助言を得ながら検討を進め、治水・環境両面の課題を解消

する、『治水と環境が調和した川づくり』を実施していきます。 

 多摩川上流部の課題を踏まえ、河川管理者の取り組みや河床低下に係るデータ等を橋梁等の施
設管理者へ情報提供し、管理者間の情報共有を図るとともに、河道管理方策について一同に議論
することを目的として、河道管理に関する連絡会を開催しています。

 具体的な課題に対する方策について、施設管理者と連携しながら対策を進めています。

上流部の断面イメージ

対策後の断面イメージ

連絡会の様子

土丹層と呼ばれる地層が露出し、洪水時の流れにより川底が深く削られたため、
堤防への影響が心配されます。

施設管理者との連携(H26) 

沈下約 1.7ｍ

(沈下が進行)

護床工沈下の状況
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4.6水防等のための対策 

4.6.1 水防のための対策 

実施の基本的な考え方
平常時は、洪水や高潮による出水時の対応に備え、所要の資材の確保等に努めます。また、
重要水防箇所の周知を図るとともに、関係自治体の訓練等へ参加します。 
出水時は、必要な体制を確保し、円滑な洪水対策を実施します。また、水防活動や地域
住民の避難行動等に役立つよう、法令等に基づき水防警報や洪水予報を適切に発表すると
ともに、水位データ等の情報をホームページ等で提供します。

取り組み状況

水防資機材の数量の把握を行うとともに、関係機関と合同で重要水防箇所の巡視や次の 
訓練を実施しました。 
① 共同発表する気象庁と合同での洪水予報作成訓練 
② 関係自治体等と合同で洪水予報や水防警報等の伝達訓練 
③ 災害協定会社と合同で排水ポンプ車や照明車等の災害対策用機器の操作訓練
④ 水防工法の訓練 
⑤ 堤防決壊時の緊急復旧工事等の机上訓練
また、京浜河川事務所内に設置している『災害情報普及支援室』では、次の内容に取り組
みました。 
① 洪水ハザードマップの作成に関する市町村への技術支援 
② 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者や管理者への技術支援
③ 災害情報協議会の設置、運営を行い、関係自治体との情報交換を実施
④ 災害情報を普及するために、関係自治体の水防連絡会等での情報提供、及び防災訓
練等のイベントにおける広報パネルの展示や降雨体験車、排水ポンプ車等の派遣

出水時には、必要な人員を確保するとともに、次の洪水対策を実施しました。 
① 河川利用者への注意喚起
② 河川敷のホームレスへの対応 
③ 施設（堰・水門・樋管等）の操作状況確認 
④ 出水時巡視の実施 
⑤ CCTVカメラによる監視強化 
⑥ 雨量と水位の状況把握を強化し、ホームページ等により情報を提供
⑦ 各水位に応じた水防警報・洪水予報の発令及び関係機関への通知
⑧ 水位予測情報の作成及び関係機関への提供 
⑨ ダム等の放流状況を把握
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多摩川

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

氾濫等により重大な災

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

水防団 

待機水位

水防機関が河川状況に

応じて直ちに出動でき

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

水位到着前

 ・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 

関係自治体の防災訓練に 

おける降雨体験車の派遣 

帰宅困難者輸送訓練(H26) 

表 18 各種警報水位に応じた対応

図 20 水防のための防災イベント・訓練の例 

水防警報・洪水予報の発令及び 

   関係機関への通知 

防災訓練における 

緊急物資輸送訓練（水上輸送）(H26) 

水防訓練 

防災訓練における 

緊急物資輸送訓練（航空輸送）(H26) 

図 21 各種警報水位のイメージ
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表 19 水防等に関する情報提供の実施状況 

年度 期間 情報内容 

平成 
25年度

9/15‐16 台風 18 号 
及び前線による出水 

雨量・水位情報、水防警報
河川利用者への注意喚起
ホームレスへの対応（9/14,9/15：ビラ配布のべ 564 枚） 
ダム等の放流状況の把握 

10/15‐16 台風 26 号

雨量・水位情報、水防警報
河川利用者への注意喚起
ホームレスへの対応（10/15：ビラ配布のべ 207 枚） 
ダム等の放流状況の把握 

平成 
26年度

6/6‐7 停滞した低気圧
雨量・水位情報、水防警報
HP での情報提供 
ダム等の放流状況の把握 

10/5‐6 台風 18 号 

雨量・水位情報、水防警報
HP での情報提供 
ホームレスへの対応（10/5：ビラ配布のべ 459 枚） 
ダム等の放流状況の把握 

平成 
27年度 9/8‐10 台風 18 号 

雨量・水位情報、洪水予報、水防警報
HP での情報提供 
ホームレスへの対応（9/9：ビラ配布のべ 269 枚） 
ダム等の放流状況の把握 

平成 
28年度 8/21‐23 台風 9号 

雨量・水位情報、洪水予報、水防警報
HP での情報提供 
ホームレスへの対応（8/21：ビラ配布のべ 570 枚） 
ダム等の放流状況の把握

図 22 台風接近に伴うホームレスへの注意喚起 
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多摩川

コラム⑫ 水防警報とは 
 水防警報は、国土交通省または都県から水防管理団体の水防活
動に対して、「準備」「出動」「指示」などの指針を与えることを目的と
して発令するもので、関係機関に通知します。

 国土交通省から発令されるものは、都県を経由して関係する水防
管理団体である市区町村に伝達します。 

 水防管理団体から通知を受けた水防団（消防団）は、堤防の巡
視や水防活動を行い、堤防の決壊防止や人命救助など被害を最
小限にくい止めます。

平成19年9月の台風9号における多摩川での水防活動（土のう積み） 

世田谷区二子玉川地先 立川市錦町地先

国土交通省

都 県

水防団 

（消防団）

水防警報の流れ 

水防管理団体 

（市区町村等）

都 県
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コラム⑬ 洪水予報とは 
 流域面積が大きく、洪水により大きな被害が発生する恐れがある河川では、あらかじめ洪水予報河川
の指定がされており、洪水の恐れがあるとき、又は氾濫が発生したときに、国土交通省と気象庁が共同
で洪水予報を発表しています。 
京浜河川事務所管内の洪水予報河川：多摩川、浅川、鶴見川、相模川

 洪水の恐れがあるときは水位及び今後の水位の予測が記載され、氾濫が発生したときは水位又は氾
濫により浸水する区域等を記載しています。 

 市区町長による避難勧告、避難指示(緊急) 等の発令判断の参考となるため、河川管理者である国
土交通省から市区町村へ直接伝えています。 

 洪水予報は関係行政機関（都県、市区町村等）と報道機関へ発表しており、市区町村や報道機
関等の協力により、住民へ周知しています。

（参考）水位周知河川 

 洪水により大きな被害が発生する恐れがある河川のうち、流域面積が小さく洪水予測を行う時間的余
裕がない河川では、あらかじめ水位周知河川の指定がされており、市区町村長による避難勧告の発令
判断の目安となる特別警戒水位を定めています。 

 特別警戒水位に達したときは、市区町村へ伝えるとともに、関係行政機関（都県、市区町村等）及
び報道機関等の協力により、住民へ周知しています。 

自治体は洪水予報の情報を避難勧告、

避難指示(緊急)の判断材料に活用

洪水予報の概要 

※避難勧告：災害による被害が予想され、人的被害が発生する可能性が高まった
場合に、発令されます。

※避難指示（緊急）：状況がさらに悪化し、災害によって人的被害が出る危険
性が非常に高まった場合や人的被害が発生した場合に発令されま
す。
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多摩川

コラム⑭ 共同点検の実施
 京浜河川事務所では、出水時に迅速かつ的確な水防活動が行えるように、毎年出水期前（6月

頃）に水防（消防）団員、都県市区町の職員、気象庁職員、地元自治会等地域の方と合同で重
要水防箇所、危険箇所の共同点検を実施しています。 

 巡視の際には、重要水防箇所とした理由、水防活動で注意すべき事項、適切な水防工法などの確
認を行い、出水に備えています。

コラム⑮ 急激な増水に注意
 大雨による川の急激な増水にご注意ください。 

 上流で集中豪雨があれば、雨が降っていない下流で
も急激に水位が上昇することがあります。 

 釣りや水遊びなどの利用に際しては、利用者が自主
的に安全確保をする事が必要です。 

 各地で急激な増水等による水難事故が多く発生して
いることを踏まえ、河川の利用者が自ら安全確保や
危険回避できるように情報発信に取り組んでいます。 
※具体的な情報発信についてはコラム⑯⑰を参照。 

■重要水防箇所とは？
河川の堤防高や断面の不足、洗掘、漏水の実績等洪水時に巡視・点検などの水防活動の必要性の高
い箇所を、その重要度（Ａ，Ｂ，要注意）に分け、明確化しています。
多摩川：271 箇所、浅川：90箇所、大栗川：10 箇所

共同点検の様子 

平成 19 年 9 月 5 日の多摩川中流部

での水難事故状況（中州での救助）
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コラム⑰ XRAIN(エックスレイン)※による雨量情報の提供
 近年、局地的な大雨（ゲリラ豪雨）や集中豪雨に
よる浸水被害が頻発しています。

 このため国土交通省では、このような水害に対し適切
な水防活動や河川管理を行うため、全国に38基
（平成28年3月時点）の X バンド MP レーダを設
置し、豪雨に対する情報提供を行っています。

 X バンド MP レーダは、従来レーダ（Ｃバンドレーダ）
に比べ、高頻度（5倍）、高分解能（16 倍）で、
観測可能エリアは小さいものの局所的な大雨について
も詳細かつリアルタイムでの観測が可能です。 

※国土交通省では、高精度・高分解能（250ｍメッシ
ュ）で、ほぼリアルタイム（配信間隔 1 分）のレーダ雨量
情報を、より多くの皆様に知っていただき、活用していただく
ため、『ＸＲＡＩＮ[エックスレイン・eXtended RAdar 
Information Network※の略] 』と呼称しています。

コラム⑯ マルチコール・ケイヒンモバイルによる情報周知
 京浜河川事務所では、洪水に関する情報をあら
かじめ登録いただいた方に電子メールでお知らせ
する「マルチコール」サービスを行っています。

 携帯向けサイトのケイヒンモバイルでは、水位雨
量観測所の情報やレーダー雨量情報など、外出
先でも川の情報がリアルタイムに確認できます。

◇XRAIN 雨量情報◇
http://www.river.go.jp/xbandradar/index.htm 

レーダは、鶴見川流域センター
横の鉄塔の最上部に設置 

平成 27年 9月 9 日台風 18号の降雨状況 

携帯電話用 
マルチコール・ 

ケイヒンモバイル 

◇マルチコール◇ 
http://www.ktr.mlit.go.jp/ 
keihin/keihin00247.html
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多摩川

コラム⑱ 洪水想定区域図
 洪水浸水想定区域図とは、万一氾濫した場合に浸水が想定される区域およびその時の水深を示したものです。

 洪水浸水想定区域図は、万一災害が起きた場合の状況を知っておくことで、その時に迅速かつ適切な避難を行えるこ
とで被害を軽減するものです。 

 京浜河川事務所では、HP にて多摩川、浅川、大栗川の洪水浸水想定区域図を公表しています。 

 また、洪水浸水想定区域を指定された関係市区は、洪水ハザードマップ（洪水浸水想定区域図に避難場所等を記
載したマップ）を作成し、住民に周知しています。

 自分の住む地域の洪水浸水想定区域図等を確認するとともに、ケイヒンモバイルのマルチコールや XRAIN の情報を
併用して、万一洪水が起きた場合に対応できるよう準備しておきましょう。 

洪水ハザードマップ（多摩市） 

◇洪水浸水想定区域図◇ 
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00194.html 
◇氾濫シミュレーション◇
http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00642.html

洪水浸水想定区域図（拡大）洪水浸水想定区域図
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トピックス イーグルアイが多摩川を見守ります

 平成 27 年 12 月 11日、東京都世田谷区にある「二子玉川ライズ」の屋上に、多摩川では
初めてとなる高所から監視が可能なライブカメラ（愛称：イーグルアイ）を設置しました。 

 このライブカメラは、平常時はもとより洪水時や大規模な災害時に重要な監視ツールとして使用
します。また、広域に見渡せることから、広域な防災対応や流域の地域住民の方々の避難行動
を知らせること等の活躍も期待されます。 

 今回設置したライブカメラの画像は、京浜河川事務所の HP から確認することができます。また、
今回設置した以外にも、多摩川には河川監視用のライブカメラが 147 箇所設置されており、こ
のうち 9 箇所の画像を HP で見ることができます。 

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

イーグルアイの位置 

イーグルアイの画像 
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多摩川

4.6.2 水質事故対策 

実施の基本的な考え方
水質事故が発生した際には、事故発生状況に係わる情報収集を行い、速やかに関係行政
機関等に通報するとともに、関係行政機関等と連携し、適切な対策を緊急に講じます。

取り組み状況
油類や化学物質等の流出による水質事故が平成26年度は5 件、平成27年度は９件、
平成 28 年度は 4 件発生しました。水質事故発生時は、関係機関と連携し、オイルフェンス
の設置等迅速な対応と連絡調整に努めました。なお、事故原因者が特定できたものについて
は、再発防止等を指導すると共に対策費用を請求しました。 

図 30 多摩川水系水質事故位置図及び発生件数 
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表 20 水質事故発生状況 

平成 26 年度
No. 年月 水系 河川名 原因物質区分 事故発生区分 
1 4 月 18日 多摩川 多摩川  左岸 53.9k 不明 油膜 原因不明
2 6月 6 日 多摩川 大栗川  支川乞田川 不明 泡浮遊 原因不明
3 10 月 28 日 多摩川 浅川    右岸 11.0k 油類 オイルの流出 交通事故
4 2 月 20日 多摩川 多摩川  左岸 52.3k 不明 白濁水 原因不明
5 2 月 25日 多摩川 野川 自然現象 泡浮遊 自然現象 

平成 27 年度
No. 年月 水系 河川名 原因物質区分 事故発生区分 
1 4 月 1４日 多摩川 多摩川 油類 油膜 原因不明
2 4 月２１日 多摩川 多摩川 不明 褐色水 原因不明
3 4 月２３日 多摩川 多摩川 油類 油膜 原因不明
4 5 月７日 多摩川 府中用水 根川 油類  原因不明
5 ８月 2４日 多摩川 大栗川 不明 白濁水 原因不明
６ 9 月１6日 多摩川 排水路 不明 白濁水 原因不明
７ 1２月 1日 多摩川 多摩川  左岸 16.4k 不明 白濁水 原因不明
８ 2月 2３日 多摩川 大栗川 不明 濁水 その他
９ ３月 2日 多摩川 大栗川 油類 油膜 原因不明

平成 28 年度
No. 年月 水系 河川名 原因物質区分 事故発生区分 
1 ６月 1３日 多摩川 谷地川 水路 油類 油膜 原因不明
2 ７月３１日 多摩川 鳶巣川 油類 油膜 その他
3 11 月 15 日 多摩川 多摩川 油類 油膜 原因不明
4 11 月 28 日 多摩川 平瀬川 排水・汚泥等  操作ミス
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多摩川

コラム⑱ 水質の改善
 昭和40年代半ば、多摩川の水質汚濁は、他の公害と共に社会問題となりました。調布取水堰では、
昭和45年に水質悪化により飲料水の取水が停止されました（※現在は工業用水のみの取水）。 

 これに対し、京浜河川事務所では昭和 50 年に河川環境課を設置し、水質の改善に取り組んできまし
た。 

 その後、下水道の整備や河川浄化施設により水質が大幅に改善され、現在は環境基準値を満足して
います。

コラム⑲ 多摩川河口域のシジミ
 多摩川のシジミは環境の悪化等により昭和40年代以
降、その姿を消したといわれていました。

 しかし、近年の多摩川河口域における水質の改善等に
よりシジミ資源が増加し、これに伴いシジミ採りが盛んに
行われるようになったため、平成 25 年 9 月 1日漁業権
切替えを期に、シジミ漁の振興とシジミ資源の保護を目
的として、多摩川河口域の漁業権にシジミ漁業が新たに
加わりました。 

昭和40 年代の状況(調布取水堰) 近年の状況(調布取水堰) 

多摩川の水質の推移（BOD 75%値） 

多摩川河口付近 
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5．域連携等 

5.1河川管理者と市区等で連携して行うべき事項

5.1.1 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京浜河川事務所が協
力および連絡を密にし、河川管理に万全を期すことを目
的に開催しています。 

表 21 開催状況

年度 開催年月日
内容 

水防連絡会 災害情報協議会 

平成 
26年度

H26.5.23 

・京浜河川事務所の
取り組みについて 
・氾濫危険水位及び
自治体毎の危険水位
について 
・洪水時の堤防決壊
に対する水防団員の
安全確保について 等

・水防法の一部改正について 
・大規模工場等に関する条例制定及
び地下街への取り組み状況 
・横浜市内内水ハザードマップ作成 
・浸水想定区域作成マニュアルの改訂
等 

平成
27年度 Ｈ27.5.20

・京浜河川事務所の
取組みについて 
・洪水対策計画書の
変更について
・洪水時における情報
提供の充実について 
・氾濫危険水位及び
自治体毎の危険水位
について 等 

・水防法の改正について 
・地下街、要配慮者利用施設及び大
規模工場等の避難確保・浸水防止
計画の取組み状況 
・大田区における洪水対応タイムライン
の取組み状況について 
・津波浸水想定について 等 

平成 
28年度

H28.5.24 

・京浜河川事務所の
取り組みについて 
・洪水対策計画書の
変更について
・重点監視区間の変
更について
・氾濫危険水位及び
自治体毎の危険水位
について 等 

・水害ハザードマップ作成の手引きの改
正について 
浸水想定区域の改訂について 

図 31 協議会の様子



49

５．地域連携等

京浜河川事務所 河川管理レポート 2016 
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5.1.2 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

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情報共有、連絡体
制の確認等を行うとともに、関係機関との連携
を強化することを目的として実施しています。
東京都、神奈川県、山梨県、横浜市、川崎市、
相模原市、八王子市、町田市及び国土交通
省により構成されています。

図 32 会議の様子 

図 33 オイルフェンス展張訓練       図 34 簡易水質測定訓練 

表 22 開催状況 

年度 開催年月日
内容 

部会会議 水質汚濁事故対策訓練

平成 26年度 平成 26年度は開催しませんでした

平成 27年度 H27.11.27

・水質事故対策 
（水質事故概要、連絡体制等）
・現況の水質と水質測定計画 
・水質保全対策 
（排水規制の実施状況）

・オイルフェンス展張訓練
・簡易水質測定訓練

平成 28年度 H28.11.7

・水質事故対策 
（水質事故概要、連絡体制等）
・現況の水質と水質測定計画 
・水質保全対策 
（排水規制の実施状況） 

・オイルフェンス展張訓練
・簡易水質測定訓練
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5.1.3 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継承するため、国土交通省と流域の自治体（3都県
30市区町村）で構成する「多摩川流域協議会」を昭和62年2月に発足させ、多摩川の河
川環境の改善に関する事業や河川管理に係わる意見交換及び情報連絡を行っています。
多摩川流域協議会では、流域住民への啓発活動として、夏休み多摩川教室、多摩川源流
教室、多摩川河口域船上見学会などのイベントを開催し、河川環境改善等に関する理解の
促進に取り組んでいます。 
多摩川流域協議会の最新の情報は、京浜河川事務所のHP に掲載してあります。 
◇多摩川流域協議会◇http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00242.html

夏休み多摩川教室 

多摩川河口域船上見学会 

多摩川源流教室 

図 35 多摩川流域協議会主催行事の開催状況

川遊び教室 

多摩川博士の実験教室 

羽田空港沖 

船内の様子 

雁峠分岐付近 

多摩川源流地点 
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5.1.4 大規模氾濫に関する減災対策専門部会

平成 27年 9月関東・東北豪雨により、鬼怒川
では堤防が決壊し、氾濫流による家屋の倒壊・流失
や長期間の浸水が発生しました。また、これらに避難の
遅れも加わり、多数の孤立者が発生しました。
このことから、「水防災意識社会」の再構築に向け

た取組として、多摩川・鶴見川の沿川市区町、都県、
気象台及び京浜河川事務所で構成される「多摩川
上流部大規模氾濫に関する減災対策専門部会」、
「多摩川下流部左岸大規模氾濫に関する減災対策
専門部会」、「多摩川下流部右岸・鶴見川大規模氾
濫に関する減災対策専門部会」を平成 28年 5月
24日に設立し、減災のための目標を共有し、平成
32年度を目処にハード・ソフト対策を一体的・計画的
に推進することとしました。

年度 開催年月日 ブロック 内容 

平成 
28年度

H28.5.24
多摩川・鶴見
川・相模川流域

・多摩川・鶴見川・相模川流域大規模氾濫
に関する減災対策専門部会の設立
・水防災意識社会の再構築ビジョンに基づく
取り組み 
・現状の水害リスク情報や取組状況の共有 

H28.8.24
多摩川下流部
左岸 

・「多摩川下流部左岸の減災に係る取組方
針」の策定 

H28.8.25 多摩川上流部
・「多摩川上流部の減災に係る取組方針」の
策定 

H28.10.13
多摩川下流部
右岸・鶴見川

・「多摩川下流部右岸・鶴見川の減災に係る
取組方針」の策定 

図 36 減災対策専門部会の様子

表 23 開催状況 
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5.2河川管理者と市区、NPO・市民団体等との連携事項 

5.2.1 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の時期に安全利用促進のため、多摩川管内の一
斉点検を市民団体等と合同で実施しています。(3.4.3 川の安全利用点検(P17.18)参照) 

5.2.2 リバーシビックマネージャー(RCM)  

京浜河川事務所では、河川管理の充実をより一層図る
ため、河川管理者と沿川住民との協働作業による河川管
理を行い、適正な維持管理を推進することを目的に、リバー
シビックマネージャー（川の市民管理者：RCM）制度を平
成12年度に創設しました。
公募により委嘱された住民の方々に、日頃河川を利用す

る際に気付いた点や河川に関する意見の報告、担当河
川毎に開催される会議での意見交換等の活動をボラン
ティアで行っていただいています。
第 8 期までに延べ 711 名の方が RCM として活動されており、第 9 期（H28.7～H30.6）
として38 名の方に委嘱させていただいています。 
RCM の皆様からいただいた情報は、河川管理を行っていくうえで参考とさせていただき、必要
に応じて関係自治体等にも情報提供を行っています。

◇リバーシビックマネージャー◇ 
京浜河川事務所HP ＞河川の利用と管理 > 河川の管理 > リバーシビックマネージャー 

図 23 RCM 機関紙 「川の市民情報」

図 37 RCM の活動状況
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5.2.3 多摩川流域懇談会
多摩川では 40 年以上も前から「多摩川
の自然を守る会」（昭和 45年年発足）な
ど市民（団体）が活動を行ってきました。
現在でも多くの団体が活動しています。そ
うした、河川に関わる市民活動の歴史のあ
る多摩川で、市民（団体）・企業・流域自
治体・河川管理者のパートナーシップの構
築を目指し平成 10 年 12 月に「多摩川流
域懇談会」が設立されました。
流域懇談会では、多摩川流域セミナー等
の活動を継続的に行っています。平成 28
年度は、「第４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
実施、約２４０名が参加しました。 
また、多摩川にまつわる歴史文化を総合
的に研究し、多摩川で活動する人がその成
果を分かりやすく利用し、多摩川をより深く知ることができるように
平成２６年度より「多摩川流域歴史セミナー」を開催しています。平成２８
年度は過去３回の歴史セミナーの総まとめとし、第１回歴史シンポジウムを
開催、また、多摩川流域セミナーとコラボした第４回歴史セミナーには１０
０名近い参加者がありました。 

開催年月日 開催テーマ 

第 41 回 H25.10.20 「広げていこう、川づくりの輪」
～はぐくもう、多摩川の絆～

第 42 回 H26.9.28 「川と海をつなぐ河口の魅力」
～河口から考えるこれからの川づくり～

第 43 回 H27.1.18 「多摩川の歴史と川づくり」 
～歴史に自然に川づくり、いろいろな角度から見た多摩川中流域とは？～

第 44 回 H27.9.19 「江戸前アユから考える これからの多摩川」 

第 45 回 H28.2.20 「知ろう、考えよう、多摩川の川づくりと防災」 
～多摩川の“もしも”に備える～

第 46 回 H28.9.18 第４回まるごと多摩川まつり 
「～二子玉川発！多摩川とつながるまちづくり～」

第 47 回 H29.2.5 「府中を歩くと見えてくる！多摩川が育んできた流域の歴史」
（第４回多摩川流域歴史セミナーとのタイアップイベント）

表 24 多摩川流域セミナーの開催状況 
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開催年月日 開催テーマ 

第 1 回 H26.11.16

「考古学的視点から見た多摩川の歴史」
講演者：小田静夫氏 
会場：大田区立郷土博物館

第 2回 H27.1.18
「武蔵国府の成立と多摩川中流域の古代集落」
講演者：江口桂氏 
会場：府中市郷土の森博物館

第 3回 H27.6.21
「多摩川上中流域の先史・古代」
講演者：和田哲氏 
会場：国営昭和記念公園

シンポジウム H28.4.16
「多摩川流域の古代史～多摩川リバーミュージアムの取組につなげて～」
講演者：小田静夫氏、和田哲氏、江口桂氏 

第 4回 H29.2.5 
「中世 多摩川流域の開発」
   講演者：深澤靖幸氏 

5.2.4 二ヶ領せせらぎ館

二ヶ領せせらぎ館は、宿河原堰管理所の一画にあり、災害時の復
旧活動の補助基地として、水防活動資材等を備蓄しています。平
常時は多摩川に関する歴史・文化・自然に関する学習などの情報
発信・地域交流の場として活用されています。

5.2.5 大師河原干潟館 

大師河原干潟館は、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利用し、多摩川の洪水時などの
防災活動や自然環境、地域の歴史・文化などについて、情報発
信・環境学習を行う市民活動の場として活用されています。 

図 39 せせらぎ館の外観 

図 40 干潟館の外観

表 25 多摩川流域歴史セミナーの開催状況 

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
26,345 25,382 29,273 27,123 24,325 24,680 22,096 24,816 26,150 26,733

二ヶ領せせらぎ館の年間来場者数（人）

H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28
683 4,776 7,889 10,223 11,736 12,819 12,777 13,293 14,053 13,758

大師河原干潟館の年間来場者数（人）
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5.2.6 水辺の楽校 

国土交通省では、文部科学省、環境省と連携して「『子どもの水辺』再発見プロジェクト」に取り
組んでおり、市民団体や教育関係者などが一体となって実施する地域の身近な水辺における環
境学習や自然体験活動を推進するための支援を行っています。
水辺の楽校では、川の中や干潟の生き物観察、野鳥観察、カヌー・Eボート体験、源流体験、
活動発表会など様々な活動が行われており、子どもたちが安全に活動していくため、必要に応じて
水辺整備を実施する支援も行っています。
多摩川流域では、現在20箇所の「水辺の楽校」（子どもの水辺を含む）において活動が行わ
れています。 

コラム⑰ 河川協力団体制度
 河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全等に関する活動を行う団体等を
支援するものです。 

 河川協力団体に指定されると、活動を行う上で必要となる河川法上の許可等について、河川管理者
との協議の成立をもって足りることになります。

 多摩川では平成29年3月時点で、次の5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
・特定非営利活動法人多摩川干潟ネットワーク

干潟生物調査 カヌー体験 ハゼ釣り 

水辺の楽校登録状況（H25.9月末現在）

登録済み ２０校

水辺の楽校登録状況（H29.3 月末現在）

干潟観察 

図 41 水辺の楽校（子どもの水辺含む）登録一覧
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6．平成 29年度の取り組み計画 
平成 29年度の取り組み計画は、平成28年度に引き続き、災害時に備えて平素から巡視
や点検等を行うとともに、地域住民の憩いと安らぎの場として快適な多摩川となるよう日常的な
維持管理を行います。具体的な取り組みとしては、「多摩川河川維持管理計画」に基づくととも
に平成28年度の実績を踏まえて実施していきます。 

表 26 平成 29 年度の取り組み計画 

種別 実施項目 平成 28年度
実績 

平成 29年度
実施計画 備考 

基本 
データ 
の収集

水文等 
観測 

雨量観測 11 箇所 11 箇所  
水位観測 12 箇所 12 箇所  
流量観測 18 箇所 18 箇所  
水質観測 17 箇所 17 箇所  

測量
縦横断測量 多摩川、浅川、

大栗川 なし  

空中写真測量 一部区間で実施 一部区間で実施
河道の状態 
把握調査 

河床材料調査 一部区間で実施 一部区間で実施
河道内樹木調査 一部区間で実施 一部区間で実施

河川環境 
調査 河川水辺の国勢調査 魚類調査 底生動物調査

堤防点検等のための 
環境整備 堤防除草 年 2 回 年 2 回 梅雨前 

台風期 

河川巡視 
平常時

多摩川下流 週 7日 週 7日  
多摩川中流 週 7 日 週 7日  
多摩川上流 週 6 日 週 6日  

出水時 出水時 出水時  

点検 

堤防点検 年 2 回 年 2 回 梅雨前 
台風期 

安全利用点検 年 1回 年 1 回 

水門等構造物の点検 
月 1回 
（詳細点検 
は年 1回） 

月 1回 
（詳細点検 
は年 1回） 

電気通信施設の点検 年 1回 年 1回 

許可工作物の点検 
（検査） 年 1 回 年 1 回  

観測施設、機器の 
点検 

月 1回 
（総合点検 
（検定） 
は年 1回）

月 1回 
（総合点検 
（検定） 
は年 1回）



京 浜 河 川 事 務 所

※本レポートへのご意見・ご感想はこちらまで。

http://www.ktr.mlit.go.jp/keihin/keihin00057.html


