
協議会議事次第

協議会出席者名簿

協議会配席図

資料－１　京成本線荒川橋梁架替事業における用地買収の進捗状況　

資料－２　京成本線荒川橋梁周辺部の堤防切り欠き部の対策

参考資料－１　京成本線荒川橋梁架替事業パンフレット

参考資料－２  京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会　設立趣意書　

参考資料－３  京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会　規約　

参考資料－４　京成本線荒川橋梁堤防部の水防対策に関する要望書　

令和３年度　京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会

配布資料一覧



日時　：　令和３年９月１０日（金）１０：００～

１．開会挨拶

国土交通省　関東地方整備局　河川部長

葛飾区長

２．出席者紹介

３．議事

① 京成本線荒川橋梁架替事業における用地買収の進捗状況

② 京成本線荒川橋梁周辺部の堤防切り欠き部の対策

③ 今後のスケジュール

４．閉会挨拶

荒川下流河川事務所長
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令和３年度　京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会



令和３年度 京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会　出席者名簿

【協議会構成員】

東京都建設局 河川部長 齊藤　俊之 WEB出席

墨田区 墨田区長 山本　亨 欠席

（代理）都市整備部都市整備課都市整備・河川担当主査 齋藤　新二 WEB出席

江東区 江東区長 山崎　孝明 欠席

（代理）土木部長 杉田　幸子 WEB出席

足立区 足立区長 近藤　やよい 欠席

（代理）副区長 工藤　信 WEB出席

葛飾区 葛飾区長 青木　克徳 WEB出席

江戸川区 江戸川区長 斉藤　猛 欠席

（代理）土木部長 立原　直正 WEB出席

京成電鉄株式会社 鉄道本部建設部長 飯野　隆太郎 WEB出席
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京成本線荒川橋梁架替事業における用地買収の進捗状況

事業説明会（葛飾区内）事業説明会（足立区内）

用地取得範囲

凡 例

取得済み用地（葛飾区内）

京成本線

取得済み用地（足立区内）

京成本線

■堤内地の用地取得（事業用地及び施工ヤード）については、平成２８年度に現地測量、平成２９年度に用地
調査を開始し、令和元年度から用地買収の契約を行っています。
【契約進捗率】 令和２年 ４月 １日時点 約 ３％

令和３年 ９月 １日時点   約 ２６％
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【機密性２】
20999999_関整××_用途_１年未満京成本線荒川橋梁周辺部の堤防切り欠き部の対策

・令和元年東日本台風を踏まえ令和２年度に足立区と葛飾区は荒川橋
梁周辺部の堤防の切り欠き部に暫定的な取り組みとして土のうを設置

荒川

土のう設置作業【荒川左岸（葛飾区）】土のう設置作業【荒川右岸（足立区）】

荒川

○パラペット設置前 ○パラペットの施工状況

○京成本線荒川橋梁部における水防活動手順書

土のうの設置が完了した堤防の切り欠き部【荒川左岸（葛飾区）】

葛飾区の水防訓練（令和3年5月29日）足立区の水防訓練（令和3年5月28日）

○水防活動に関する確認書を４者※１で締結（令和２年９月３０日）
綾瀬水門（表）の水位がA．P．+４．８０m※２ に達し、京成電鉄による運転
休止・線路閉鎖の後、足立区と葛飾区は軌道内の水防活動を開始します。
※１足立区、葛飾区、京成電鉄株式会社、荒川下流河川事務所
※２京成本線荒川橋梁の橋台の天端から１ｍ下の換算水位

〇現在、京成本線荒川橋梁周辺部の堤防の切り欠き部における対策としてパラペットを施工中
○荒川右岸（足立区）は令和３年８月２５日に据え付け完了
○荒川左岸（葛飾区）は令和３年９月１２日に据え付けが完了する予定

葛飾区側のパラペット（施工中）

・令和２年９月に足立区と葛飾区は
京成本線荒川橋梁部における水
防活動手順書を作成

・今後、パラペット完成後の水防活
動手順書を作成予定

・令和３年７月にはパラペット施工期
間中の水防活動手順書に見直し

足立区側のパラペット（上流）

荒川

足立区側のパラペット（上流と下流）

荒川

葛飾区側のパラペット（施工中）

荒川荒川
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京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会 

設立趣意書 

 

 

  京成本線荒川橋梁（以下「本橋梁」という。）の架替事業については、平成

１６年度に国の特定構造物改築事業として採択され、平成２８年３月に策定

された荒川水系河川整備計画でも、洪水の安全な流下の阻害となっている

本橋梁の架替えが位置づけられている。 

 

本橋梁の架替工事を行うにあたっては、沿線の密集市街地での施工とな

り地域に与える影響が大きいことから、これまでに構造形式の検討、概略

設計、施工計画、環境への影響検討等について慎重に検討を実施してきて

おり、現在、詳細設計、用地の取得を進めているところである。 

 

この度、早期に沿川地域の安全、安心の確保を図るため、関東地方整備

局及び京成電鉄株式会社が事業主体として実施している本橋梁の架替事

業に係る諸課題について、東京都、荒川沿川の墨田区、江東区、足立区、葛

飾区及び江戸川区と共有し、課題の解決に向けて連携・協力等することに

より、早期の架替工事の着手、円滑な事業の推進等を目的として協議会を

設置する。 
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京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会 規約 

（名称） 

第１条  この協議会は、「京成本線荒川橋梁架替に係る事業調整協議会（以下「協議

会」と いう。）と称する。 

（目的）  

第２条  協議会は、関東地方整備局及び京成電鉄株式会社が事業主体として実施する、

京成本線荒川橋梁架替事業（以下「本事業」という。）に係る諸課題について、東

京都、荒川沿川の墨田区、江東区、足立区、葛飾区及び江戸川区と共有し、課題の

解決に向けて連携・協力等することにより、早期の架替工事の着手、円滑な事業

の推進等を目的とする。 

（協議会の構成） 

第３条 協議会は、別表１に掲げる協議会構成員（以下「構成員」という。）をもって構成す

る。 

2 協議会の庶務を行うため、関東地方整備局荒川下流河川事務所に事務局を置き、

協議会の招集、運営等を行う。 

３ 事務局は、必要に応じて構成員以外の者の参加を協議会に求めることができる。 

（協議会の実施事項） 

第４条 協議会は、次の各号に掲げる事項を実施する。 

1) 本事業の進捗状況の報告。

2) 本事業の理解と協力を求めるための説明・広報活動等の調整。

３） 本事業の課題の解決に向けた連携・協力等の調整。

（幹事会） 

第５条 協議会に幹事会を置く。 

2 幹事会は、別表２に掲げる幹事会構成員をもって構成し、協議会の運営に必要な

事項を審議する。 

（議事概要） 

第６条 協議会の議事については、事務局が議事概要を作成し、構成員の確認を得た

後、公開するものとする。 

参考資料－３ 



 

 

（協議会の公開）  

第７条 協議会については、原則として報道機関を通じて公開とする。ただし、議事内容

によっては、協議会に諮り、非公開とすることができる。  

 

（協議会資料等の公表）  

第８条  協議会に提出された資料等については速やかに公表するものとする。ただし、

個人情報等で公表することが適切でない資料等については、協議会に諮り公表

しないものとする。 

 

（雑則）  

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の議事の手続きその他運営に関し必要な

事項については、協議会で定めるものとする。 

     

（附則）  

第１０条 この規約は、令和２年１１月１７日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１（協議会） 

【協議会構成員】 

国土交通省関東地方整備局 河川部長 

国土交通省関東地方整備局 荒川下流河川事務所長 

京成電鉄株式会社 鉄道本部 建設部長 

東京都建設局 河川部長 

墨田区長 

江東区長 

足立区長 

葛飾区長 

江戸川区長 

 

 

別表２（幹事会） 

【幹事会構成員】 

国土交通省関東地方整備局 河川部 河川調査官 

国土交通省関東地方整備局 荒川下流河川事務所長 

京成電鉄株式会社 鉄道本部 建設部 建設課長 

東京都建設局 河川部 計画課長 

墨田区 都市整備部長 

江東区 土木部長 

足立区 都市建設部長 

葛飾区 都市整備部長 

江戸川区 土木部長 
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