
記者発表資料

平成２１年 ５月 ８日
国土交通省東北地方整備局
北 上 川 下 流 河 川 事 務 所

平成21年度許可工作物点検を実施します

１．許可工作物点検実施日程 管内出張所へお問い合わせ下さい。

２．点検実施箇所 別添のとおり

（発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ）

東北地方整備局では、毎年５月の水防月間に合わせて、管内の許可工作
物（樋門・樋管等）の点検を実施しております。北上川下流河川事務所に
おいても、５月１１日以降順次点検を実施いたします。

対象とする河川は、北上川、旧北上川、鳴瀬川、吉田川、江合川等で、
直轄管理区間における河川法に基づく占用許可を受けている工作物が点検
対象となります。

それぞれの河川に設置されている許可工作物について、施設の機能が確
実に発揮できるのか、安全性に問題はないのかなどを重点的に点検すると
ともに、施設の管理者との情報交換等を行い、出水期を迎える準備の一環
として実施するものです。

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 北上川下流河川事務所
石巻市蛇田字新下沼８０ TEL 0225-94-9851（直通）

占用調整課長 佐々木琢郎（内線 ３４１）
大崎出張所（TEL 0229-22-0336）

大崎出張所長（大崎出張所管内） 山崎 透
鹿島台出張所（TEL 0229-56-2617）

鹿島台出張所長（鹿島台出張所管内）阿部 清市
飯野川出張所（TEL 0225-62-3102）

飯野川出張所長（飯野川出張所管内）阿部 晴夫
米谷出張所（TEL 0220-42-2154）

米谷出張所長（米谷出張所管内） 桜井 隆広
涌谷出張所（TEL 0229-42-2317）

涌谷出張所長（涌谷出張所管内） 大槻 金二
鳴瀬出張所（TEL 022-354-3101）

鳴瀬出張所長（鳴瀬出張所管内） 横山 孝臣
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平成２１年度　点検実施箇所

重要水防
箇　　所

1 鳴瀬川 南谷地揚水機場 大崎

2 鳴瀬川 青生江樋管 ○ 大崎

3 鳴瀬川 坂本斉田排水機場 大崎

4 鳴瀬川 西沢揚水機場敷 大崎

5 鳴瀬川 東沢揚水機 大崎

6 鳴瀬川 南町都市下水路排水樋管 大崎

7 江合川 右京江用水 ○ 大崎

8 江合川 粟蒔揚水機場 大崎

9 江合川 清水川頭首工 大崎

10 江合川 田尻川排水機場樋管 大崎

11 江合川 二の袋揚水機 大崎

12 多田川 敷玉揚水機 ○ 大崎

13 多田川 米袋排水樋管 大崎

14 新江合川 下中ノ目伏越 大崎

15 新江合川 石森伏越 大崎

16 新江合川 大谷地伏越 大崎

17 新江合川 楡木排水樋管 大崎

18 新江合川 新堀伏越 大崎

19 新江合川 深沼伏越 大崎

20 新江合川 清水川伏越 大崎

21 鞍坪川 目移排水機場 鹿島台

22 鞍坪川 目移排水樋管 ○ 鹿島台

23 鞍坪川 旧鞍坪排水機場 鹿島台

24 鳴瀬川 阿久戸第2排水機場 鹿島台

25 鳴瀬川 大橋揚水機場 鹿島台

26 鳴瀬川 美里町水道 鹿島台

27 鳴瀬川 鈴根五郎排水樋管 鹿島台

28 鳴瀬川 大崎市水道 ○ 鹿島台

29 吉田川 山王江排水機場 鹿島台

30 吉田川 品井沼排水機場 鹿島台

31 吉田川 志田谷地排水機場 鹿島台

32 吉田川 鹿島台第１揚水機場 鹿島台

33 北上川 長面排水機場 飯野川

34 北上川 釜谷崎排水機場 飯野川

35 北上川 牧野巣排水機場 飯野川

36 北上川 山崎取水場（水道） 飯野川

37 北上川 山崎地区用水 ○ 飯野川

38 北上川 境地区用水 ○ 飯野川

39 北上川 女川町上水 飯野川

40 北上川 女川原子力発電工業用水 飯野川

41 北上川 北上追波漁協養魚用水樋管 飯野川

備 考№ 河 川 名 施 設 名 出張所
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平成２１年度　点検実施箇所

重要水防
箇　　所

備 考№ 河 川 名 施 設 名 出張所

42 北上川 平揚水機場 ○ 飯野川

43 北上川 樫崎揚水樋管 ○ 飯野川

44 北上川 大網用水樋管 ○ 飯野川

45 旧北上川 新倉埣揚水機場 飯野川

46 旧北上川 牛田揚水機場 飯野川

47 旧北上川 寺崎排水樋管 ○ 飯野川

48 旧北上川 寺崎開田揚水機場 飯野川

49 旧北上川 新墾揚水機場 飯野川

50 旧北上川 神取用水樋管 ○ 飯野川

51 旧北上川 神取取水場（水道） 飯野川

52 旧北上川 七塚揚水機場 飯野川

53 旧北上川 御岳堂用水樋管 飯野川

54 旧北上川 下谷岐用水樋管 飯野川

55 旧北上川 大沢谷岐排水樋管 飯野川

56 旧北上川 加賀巻揚水機場 飯野川

57 北上川 境沢揚水機場 米谷

58 北上川 登米地方広域水道 米谷

59 北上川 曲袋揚水機場 米谷

60 北上川 締切沼吐出口樋管（旧小川排水機場） 米谷

61 北上川 黄牛揚水機場 ○ 米谷

62 北上川 日根牛谷木前揚水機場 米谷

63 北上川 並柳排水機場 米谷

64 北上川 金谷揚水機場 米谷

65 北上川 水越揚水機場 米谷

66 北上川 大泉揚水機場 米谷

67 北上川 小名倉揚水機場 米谷

68 北上川 新山揚水機場 米谷

69 北上川 細待井揚水機場 ○ 米谷

70 北上川 安場揚水機場 米谷

71 北上川 浅草揚水機場 米谷

72 北上川 北部揚水機場 ○ 米谷

73 北上川 大清水揚水機場 米谷

74 二股川 五畝排水機場 米谷

75 旧北上川 袋谷地第三排水樋管 涌谷

76 旧北上川 袋谷地第二排水樋管 涌谷

77 旧北上川 住吉雨水排水ポンプ場放流樋管 涌谷

78 旧北上川 住吉第一排水樋門 涌谷

79 旧北上川 住吉第二排水樋門 涌谷

80 旧北上川 門脇雨水排水ポンプ場排水樋管 涌谷

81 旧北上川 湊雨水排水ポンプ場排水樋管 涌谷

82 旧北上川 水産加工処理場排水樋管 涌谷
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平成２１年度　点検実施箇所

重要水防
箇　　所

備 考№ 河 川 名 施 設 名 出張所

83 旧北上川 石井閘門揚水機場 涌谷

84 旧北上川 大新筒揚水機場 涌谷

85 旧北上川 曽波神排水機場 涌谷

86 旧北上川 北境揚水機場 涌谷

87 旧北上川 鶴家排水機場 涌谷

88 旧北上川 五十五人揚水機場 涌谷

89 旧北上川 萩臥揚水機場 涌谷

90 旧北上川 猪岡短台排水機場 涌谷

91 旧北上川 新川排水樋管 涌谷

92 旧北上川 和渕揚水機場 涌谷

93 旧北上川 笈入排水機場 ○ 涌谷

94 旧北上川 中山揚水機場 涌谷

95 旧北上川 日本製紙工業用水第1取水場 涌谷

96 旧北上川 日本製紙工業用水第2取水場 涌谷

97 旧北上川 和渕取水場 涌谷

98 旧北上川 佳景山取水場 涌谷

99 旧北上川 鹿又取水場1号取水塔 涌谷

100 旧北上川 鹿又取水場2号取水塔 涌谷

101 旧北上川 梨ノ木排水樋管 涌谷

102 旧北上川 石巻東部下水処理場排水樋管 涌谷

103 旧北上川 北上川下流流域下水道排水樋管 涌谷

104 江合川 苅萱揚水機場 涌谷

105 江合川 上町揚排水機場 涌谷

106 江合川 佐平治揚排水機場 涌谷

107 江合川 六郎舘揚水機場 涌谷

108 江合川 北沢第一排水機場樋管 涌谷

109 江合川 北沢第二排水機場樋管 涌谷

110 江合川 久助山排水機場 涌谷

111 江合川 鳥谷坂排水樋管 ○ 涌谷

112 江合川 花勝山揚水機場 涌谷

113 江合川 涌谷西排水機場樋管 涌谷

114 江合川 三軒屋敷排水樋管 涌谷

115 江合川 御蔵場排水管 涌谷

116 吉田川 行井堂堰 鳴瀬

117 吉田川 行井堂堰揚水機場 鳴瀬

118 吉田川 中村用排水機場 鳴瀬

119 吉田川 後谷地用排水機場 鳴瀬

120 吉田川 八幡下揚水機場 鳴瀬

121 吉田川 弥勒堂排水樋管 鳴瀬

122 吉田川 大黒沢排水樋管 ○ 鳴瀬

123 吉田川 羽生排水機場 鳴瀬
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平成２１年度　点検実施箇所

重要水防
箇　　所

備 考№ 河 川 名 施 設 名 出張所

124 吉田川 前川排水機場 鳴瀬

125 吉田川 川南揚水機場 鳴瀬

126 吉田川 不来内排水機場 鳴瀬

127 吉田川 幡谷排水機場 鳴瀬

128 吉田川 幡谷排水樋管 鳴瀬

129 吉田川 前蒲排水樋管 鳴瀬

130 吉田川 前蒲用水樋管 鳴瀬

131 吉田川 藤ノ巻排水機場 鳴瀬

132 吉田川 藤ノ巻揚水機場 鳴瀬

133 吉田川 土手外揚水機場 鳴瀬

134 吉田川 若針排水機場 鳴瀬

135 吉田川 桧和田排水樋管 鳴瀬

136 吉田川 三ヶ内排水樋管 鳴瀬

137 吉田川 浅井排水樋管 ○ 鳴瀬

138 吉田川 原田揚水機 鳴瀬

139 竹林川 吉田川流域下水道排水樋管 鳴瀬

140 竹林川 下草堰 鳴瀬

141 竹林川 北目堰 鳴瀬

142 竹林川 鼠谷揚水樋管 ○ 鳴瀬

143 鳴瀬川 松島町水道取水口 鳴瀬

144 鳴瀬川 鳴瀬川流域下水道排水樋管 鳴瀬

145 鳴瀬川 才勝筒排水樋管 ○ 鳴瀬

146 鳴瀬川 小野用水樋管 鳴瀬

147 鳴瀬川 浜市排水樋管 鳴瀬

148 鳴瀬川 東筒排水樋管・中筒排水樋管 ○ 鳴瀬

149 鳴瀬川 新田排水樋管 鳴瀬

150 鳴瀬川 新田樋管 ○ 鳴瀬

151 鳴瀬川 十階松排水樋管 ○ 鳴瀬

152 鳴瀬川 十階松排水機場 ○ 鳴瀬



参考資料

○重要水防箇所について

洪水時に、その洪水により堤防が壊されたり、洪水が堤防を越えてあふれ出し

たりしないように、地域の水防団の方々が土のうを積むなどの「水防」活動をし

て、堤防を守ります。そうした事態をいち早く察知するため、洪水が一定の規模

になると水防団の方々は危険な箇所がないかどうか、堤防を点検します。ただし、

堤防を点検する区間は長いため、現在の堤防の高さや幅、過去の漏水などの実績

などから、あらかじめ水防上重要な区間を決めておけば、より効率的な堤防の点

検ができ、危険な箇所の早期発見につながります。このような考えから、毎年「重

要水防箇所」を定めるとともに、洪水期前には関係者により、その年の重要水防

箇所を確認する合同巡視などが行われています。

「重要水防箇所」は、その箇所の堤防の状態などにより「堤防高」「堤防断面」

「漏水」「工作物」などのいくつかの種別に分類されます。

重要水防箇所（工作物）：河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要

な堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。

橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量規模の洪水の水位（高潮

区間の堤防にあっては計画高潮位）以下となる箇所、又は差が堤防の計画余裕高

に満たない箇所。


