
記者発表資料 平成２５年 ４月１０日
北上川下流河川事務所

約３４０キロを徒歩で点検します
～梅雨入り前に堤防の重点監視により異常・変状箇所を確認～

東北地方太平洋沖地震から２年が経過し、復旧事業の展開により、
一定の堤防機能は確保されておりますが、梅雨時期の大雨による洪水
に備え、河川管理施設の監視強化が重要となっております。

そのため、当事務所が管理する５河川、延長約３４０ｋｍの堤防を徒
歩による目視点検を実施します。

国土交通省北上川下流河川事務所では、北上川（宮城県内）、旧北上川、江合川、鳴瀬川、
吉田川の５河川、総延長は 210.5km を管理しています。340km は左右岸の堤防延長です。

参考：点検延長（左右岸堤防の延長）
北上川 ６５．４ｋｍ
旧北上川 ６１．２ｋｍ
江合川 ６５．９ｋｍ
鳴瀬川 ９５．７ｋｍ
吉田川 ５１．１ｋｍ
合計 ３３９．３ｋｍ

■点検方法及び期間（別添参照）
職員２人と維持業者２人の４人１組で約１０ｋｍを徒歩で目視により堤防を点検

します

■点検期間
４月１５日から４月２６日までの予定（雨天時は延期）

《最初の点検日》
日 時：４月１５日１０時スタート
区 間：涌谷１班：西内海橋から石巻市鹿又

※旧北上川右岸（河口から 2.5 ｋから 12.0 ｋまで）
集合場所：石巻警察署中央交番（石巻市中央三丁目）

日 時：４月１５日１０時スタート
区 間：涌谷２班：石巻線鉄道橋から石巻市小船越

※旧北上川左岸（河口から 4.7 ｋから 17.0 ｋまで）
集合場所：真野川水門（石巻市大瓜）

日 時：４月１５日１０時スタート
区 間：鳴瀬１班：野蒜水門から東松島大橋を経由し野蒜築港跡

※鳴瀬川左右岸、吉田川右岸（河口 0.45k から 0.5k 経由 0.5k まで）
集合場所：野蒜水門（東松島市野蒜字下沼）

日 時：４月１５日１０時スタート
区 間：鳴瀬２班：背割り堤

※背割り堤（河口 1.0k から 10.0 ｋまで）
集合場所：背割り堤（背割り堤下流端）

■点検参加人数
延べ１３２人（職員６６人、業者６６人の予定）

北上川下流河川事務所記者発表についてはホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu//】

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼８０
電話０２２５－９５－０１９４（代表）

さとう まさあき

技術副所長 佐藤 正明（内線２０５）
さいとう たくみ

管理課長 斎藤 巧 （内線３３１）



飯野川３班
鹿島台５班
大崎５班鳴瀬５・６班 米谷２・３班 大崎６・７班

涌谷５・６班 飯野川４・５班 鳴瀬７班

鳴瀬１・２班 米谷１班 大崎３・４班

4月26日4月22日 4月23日 4月24日 4月25日

飯野川１・２班 鹿島台３・４班涌谷３・４班
大崎１・２班

徒歩巡視のイメージ

徒歩巡視（出水期前）　日程表（予定）
4月15日 4月16日 4月17日 4月18日 4月19日

鳴瀬３・４班
鹿島台１・２班涌谷１・２班

川前 川裏

防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ

調査員

川前 川裏

防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ

調査員

川前 川裏

防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ

調査員

川前 川裏

防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ

調査員

川前 川裏

防災ｴｷｽﾊﾟｰﾄ

調査員

堤内側（宅地側）堤外側(川側)



大崎 １班

大崎出張所

　１班　：　上谷地橋　～　東江合橋　（江合川 左岸）

　２班　：　上谷地橋　～　東江合橋　（江合川 右岸）

　３班　：　落合橋　～　東江合橋　～　国道４号

　４班　：　敷玉橋　～　清水川堰　～　桜の目橋　～　国道４号
　
　５班　：　落合橋　～　坂本排水樋管

　６班　：　敷玉橋　～　直轄管理区間上流端　～　国道４号　～　城野排水樋管

　７班　：　城野排水樋管　～　直轄管理区間上流端　～　高倉橋　～　坂本排水樋管

大崎 ２班

大崎 ３班

大崎 ４班

大崎 ５班

大崎 ６班

大崎 ７班

国道４号

直轄管理区間上流端

東江合橋

上谷地橋

直轄管理区間上流端

直轄管理区間上流端

城野樋管

坂本樋管

落合橋

敷玉橋



鹿島台 １班

鹿島台 ２班

鹿島台 ３班

鹿島台 ４班鹿島台 ５班

鹿島台出張所

　１班　：　鞍坪川合流点　～　感恩橋

　２班　：　木間塚大橋　～　二子屋橋　～　大郷大橋

　３班　：　木間塚大橋　～　東北本線鉄道橋（JR）

　４班　：　感恩橋　～　鳴瀬川 左岸‐28k付近

　５班　：　東北本線鉄道橋（JR）　～　志田橋　～　鳴瀬川 左岸‐28k付近

志田橋

鳴瀬川 左岸-28k付近

東北本線鉄道橋（JR）

感恩橋

木間塚大橋

大郷大橋

鞍坪川合流点



飯野川 １班

飯野川 ２班

飯野川 ３班

飯野川 ５班

飯野川 ４班

飯野川出張所

　１班　：　立神排水樋管　～　牧野巣排水機場付近

　２班　：　直轄管理区間下流端　～　赤柴川

　３班　：　赤柴川　～　北上大堰　～　牧野巣排水機場付近

　４班　：　大網用水樋管　～　脇谷閘門　～　二ツ屋排水樋管

　５班　：　神取橋付近　～　脇谷閘門

二ツ屋樋管

脇谷閘門

神取橋付近

大網用水樋管

赤柴川

相野田樋管

牧野巣排水機場付近

立神樋管

直轄管理区間下流端



米谷 １班

米谷出張所

　１班　：　飯野川出張所境　～　登米大橋　～　北上川 右岸‐32.5k付近

　　　　　　～　北上川 右岸‐27k付近

　２班　：　新山排水樋管　～　岩之沢排水樋門

　３班　：　新駒形揚水機場　～　岩之沢排水樋門

米谷 ２班
米谷 ３班

飯野川・米谷管理境

登米大橋

新山樋管

北上川 右岸-27k付近

北上川 右岸-32.5k付近

新駒形機場

管理境



涌谷 １班

涌谷 ２班

涌谷 ３班

涌谷 ４班

涌谷 ５班

涌谷 ６班

涌谷出張所

　１班　：　西内海橋　～　旧北上川 右岸‐12k付近

　２班　：　石巻線鉄橋（JR）　～　旧北上川 左岸‐17k付近

　３班　：　旧北上川 右岸‐12k付近　～　神取橋

　４班　：　旧北上川 左岸‐17k付近　～　神取橋
　　　　　　　～　及川橋　～飯野川出張所境

　５班　：　及川橋　～　大崎出張所境（上谷地橋）　～　唐崎水門

　６班　：　及川橋　～　唐崎水門

西内海橋 石巻線鉄橋（JR）

旧北上川 右岸-12k付近

旧北上川 左岸-17k付近

神取橋

及川橋

飯野川・涌谷管理境

大崎・涌谷管理境

唐崎水門



鳴瀬 １班

鳴瀬 ２班

鳴瀬 ４班

鳴瀬 ５班

鳴瀬 ６班

鳴瀬 ３班

鳴瀬出張所

　１班　：　野蒜水門　～　東松島大橋　～　北上運河

　２班　：　背割堤・鳴瀬川1k付近　～　背割堤・鳴瀬川10k付近

　３班　：　鞍坪排水機場付近　～　東松島大橋　～　東北本線鉄道橋（JR）

　４班　：　東北本線鉄道橋（JR）　～　滑川
　
　５班　：　大郷大橋　～　善川橋

　６班　：　滑川　～　東北自動車道

　７班　：　落合橋　～　直轄管理区間上流端（吉田川）
　　　　　　 ～　直轄管理区間上流端（竹林川）　～　東北自動車道

鳴瀬 ７班

直轄管理区間上流端（吉田川）

落合橋

善川橋

大郷大橋

東北本線鉄道橋（JR）

鞍坪排水機場付近

東松島大橋

野蒜水門 北上運河

直轄管理区間
上流端（竹林川）

東北自動車道

滑川



昨 年 度 の 点 検 状 況
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