
平成２１年　５月２６日（火）　　盛岡出張所
市町村 河川名 集合時間 集合（巡視）場所 巡　視 （ 説 明 ）　内　容

盛岡市 雫石川 9:30 雫石川北上川合流 雫石川及び北上川（三馬橋～南大橋）
滝沢村 北上川 　　[盛岡市中川町地先] 　　　　 ○無堤部（堤防高、堤防断面）

9:35 　　(東北新幹線橋梁付近) 　　　　 ○新堤防～

　　　　 ○陸閘
10:10 　　　　 ○陸閘（雫石・北上川合流点工事）

　　　　 ○工作物（橋梁）

盛岡市 中津川 10:20 中の橋右岸下流 中津川
　　[イベント広場] 　　　　 ○無堤部（堤防高、堤防断面）

10:25 　　　　 ○陸閘～

　　　　 ○工作物（橋梁）
10:45 　　　　 ○護岸（浅岸災害復旧工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事名：北上川上流盛岡地区護岸工事（八坂地区）

北上川 11:10 都南大橋下流右岸 北上川（南大橋～矢巾町境）
　　[津志田防災ｽﾃｰｼｮﾝ] 　　　　 ○防災ステーション

　　　　 　　　施設紹介
11:15 　　　　 ○水位表示板　紹介～

　　　　 ○無堤部（堤防高、堤防断面）
11:45 　　　　 ○漏水（見前災害復旧工事）工事名：北上川上流盛岡地区護岸工事

　　　　 ○破堤跡
　　　　 ○工作物（樋管）

矢巾町 北上川 13:30 長徳橋下流右岸 北上川（矢巾町分）
　　[土橋運動公園] 　　　　 ○無堤部（堤防高、堤防断面）

13:35 　　　　 ○漏水～

13:50

紫波町 北上川 14:00 紫波橋下流右岸 北上川（矢巾町境～紫波南大橋）
　　[紫波水辺プラザ] 　　　　 ○無堤部（堤防高、堤防断面）

　　　 　○監視カメラ　紹介
14:05 　　　　 ○水位表示板  紹介～

　　　　 ○内水被害発生箇所
14:20 　　　　 ○護岸（南日詰災害復旧工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事名：北上川上流紫波地区護岸工事　八坂地区

14:30 紫波町大巻 彦部堤防（側帯）～

　　[彦部堤防] 　　　　 ○備蓄資材確認
14:40 　　　　 ○漏水（彦部災害復旧工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事名：北上川上流紫波地区護岸工事　彦部地区

花巻市 北上川 14:55 大正橋上流右岸 排水ポンプ車格納庫
（旧石鳥谷 　　[石鳥谷水辺プラザ] 　　　 ○排水ポンプ車の紹介

15:00 　　　　 ○陸閘～

15:15
石鳥谷大橋下流右 北上川（紫波町境～東雲橋）

15:25 　　[堤防天端] 　　　　 ○無堤部（堤防高、堤防断面）～

　　　　 ○築堤計画
15:45 　　　　 ○護岸（八幡災害復旧工事）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工事名：北上川上流石鳥谷地区上流・下流護岸工事

平成２１年度　盛岡地区重要水防箇所合同巡視経路



平成２１年度　水沢出張所管内　重要水防箇所巡視経路一覧
市 町
村 名

河 川
名

集合時間 集合場所及び移動箇所

赤生津橋右岸下流　42k ●右岸側（箱石橋～赤生津橋区間）
（堤防天端）

　無堤区間、３７（水衝部）、３８（漏水）、３(旧川跡)

二渡堤防左岸　47.6k
（車輌交換場所）

　２１（漏水）

●左岸側（藤橋上下流区間）
↓ 　４（旧川跡）､４６～５１(無堤区間)

小谷木橋左岸下流　55ｋ
（高水敷）　　

●左岸側（小谷木橋上下流～四丑橋）

江崎大橋右岸下流
（68.2ｋ　三ヶ尻堤防）

江崎大橋左岸下流
（68k　稲瀬堤防）

　水衝部区間
　７、８（旧川跡）

稲瀬堤防左岸　71k
（新幹線と堤防の交差箇所）

●右岸側
　浄化センター付近無堤部

↓
日高見橋左岸下　77.1
（１０７号橋梁下）

●右岸川（大堰川～北上中央橋下流）
　８１、８２（無堤部）

矢沢堤防左岸　86.2ｋ
（穂貫田排水樋管）　　

●右岸側（花巻スポーツランド付近）
↓ 　無堤区間

朝日橋右岸下の高水敷
90.2ｋ 　８８､豊３､９２､９３（無堤）､９４(水衝部)

　９５～100(無堤)

●左岸側（朝日大橋上流）
　１１９(漏水)１２０､１２１(無堤)

東和大橋左岸下流14.4ｋ
(町井水辺プラザ) 　１３(漏水)､１４､１５､１７､１８(無堤)　

　１～４（暫定堤、無堤区間）

１１：００～

１４：３０～

１５：４０～
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１０：１０～

●右岸側（落合橋～東和大橋上流付近）

●左岸側（安野橋上下流）
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　１０９、１１０（無堤部）、　１１２～１１５（無堤部）

●左岸側（穂貫田樋管～花巻南大橋）
　８４、８５（暫定堤）、１１８（漏水）

●左岸側（新幹線上下流）
　９、１０（旧川跡）

●左岸側（展勝地～日高見橋上流）

●左岸側（田谷川下流～門岡樋管）
　６４（漏水･情報有）､６７、６８、７０（漏水）

　２３､２５（漏水）､２６～２９（無堤）

●右岸側（胆沢川合流部～渋川合流部）
　無堤区間､３０(漏水)､３１（水衝部）、３４（漏水）

●右岸側（豊沢川～東雲橋下流）

　５２～５４、５９(漏水)

確認箇所概要（Ｈ２１調書番号）

　１～４（無堤区間）、１（旧川跡）

●左岸側（箱石橋～岩の沢川区間）

●右岸側（松の木沢川～吹張堤防）
　１５(堤防高)､１７(暫定堤)､１９(漏水､情報有)

●右岸側（天神川～四丑橋）



平成２１年度重要水防箇所合同巡視行程

【一関出張所管内】

実施月日：平成２１年５月２８日

対象市町村名 河川名 集合場所 集合時間 説明場所：説明範囲

平泉町 北上川 柳之御所資料館 ９：３０ 柳之御所資料館：平泉下流堤防、太田川堤防

↓

桜川排水樋門：平泉上流堤防、衣川堤防

一関市 北上川 周囲堤 １０：３０ 周囲堤へリポート：第一遊水地

へリポート

磐井川 磐井川緑地公園 １１：１０ 磐井川緑地公園駐車場：磐井川上流堤防

駐車場 ↓

あいぽーと：磐井川下流堤防

北上川 本郷排水樋管 １３：２０ 本郷排水樋管：弥栄堤防

一関市(東山町) 砂鉄川 岩ノ下排水樋門 １３：５０ 岩ノ下排水樋門：砂鉄川堤防

一関市(川崎町) 砂鉄川 川崎防災 １４：２０ 川崎防災ステーション：砂鉄川堤防

ステーション

北上川 川崎水辺プラザ １４：５０ 川崎水辺プラザ：薄衣堤防

一関市(花泉町) 北上川 高山揚排水樋管 １５：３０ 高山揚排水樋管：日形堤防

藤沢町 北上川 北方揚水機場 １５：５０ 北方揚水機場：黄海堤防

↓

川口沖排水樋管：黄海川堤防




