
　洪水時、水防団は被害を最小限にくいとめるため、堤防斜面が崩れたり、河川の水が堤防を

越えて溢れないよう、「水防活動」を行い、私たちの生命と財産を守ります。

　より早く適切な水防活動を行うためには、地元水防団が水防上特に注意すべき箇所をあらか

じめ熟知しておく必要があります。　

　重要水防箇所は毎年出水期前に地元市町村、水防団体などの関係団体に周知するとともに、

合同巡視を行い現地での確認も行っています。

　特に子吉川は一昨年に堤防が決壊し復旧した箇所や新規築堤もあり、重要水防箇所が増えてます。

今回の巡視では復旧した箇所を中心にまわる予定でおります。

： 平成２５年５月３１日（金）

１３時３０分　秋田市雄和大正寺JA生協駐車場集合

※行程表は別紙を参照してください。

： 平成２５年５月３０日（木）

１３時３０分　由利本荘市森子字西川町森子橋下流右岸側堤防

※行程表は別紙を参照してください。

　洪水時に危険が予想され、重点的に巡視点検が必要な箇所を示したものであり、堤防の高さ
や幅、漏水の実績等を評価し、水防上重要な箇所をランク分けして表現しています。

重点区間： 水防上もっとも重要な区間
水防時に特に重点的に巡視すべき区間で重要度Ａ､Ｂ､要注意区間の中から設定。

重要度Ａ： 洪水が堤防を越える恐れがある箇所、漏水・堤防斜面の崩れの対策が未施工の箇所等。

重要度Ｂ： 堤防の高さに余裕がない箇所、漏水・堤防斜面の崩れの対策が暫定施工の箇所等。

要注意区間：水防上注意を要する区間

新堤防完成後３年以内の箇所、堤防の決壊・旧川跡、出水期間中に堤防開削する工事箇
所等。

発表記者会：秋田県政記者クラブ

当日の連絡先：０９０－５８３３－４３９９（酒井）

副所長（河川）槻山　敏昭　Tel：018-864-1276

河川管理課長　菅井　明仁　Tel：018-864-2290

「重 要 水 防 箇 所」の 合 同 巡 視 を 実 施します。
～ 本格的な出水期を前に水防体制を確認 ～
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別紙ー１

    平成２５年度　雄物川下流管内　重要水防箇所　巡視行程

　実施予定日：平成２５年５月３１日（金）

行動 時間
移動
手段

所要
時間
(分）

担当水防団名

出発 12:40 車

移動 新波JA生協駐車場に集合!

13:30
現場 徒歩 0:10 新波（無堤区間）巡視 雄和第１分団

13:40
移動 車 0:10 新波下流部（川崎）

13:50
現場 徒歩 0:10 新波（無堤・家屋区間）巡視 雄和第4分団

14:00
移動 車 0:15 平尾鳥災害復旧箇所

14:15
現場 徒歩 0:10 平尾鳥災害復旧箇所巡視 雄和第３分団

14:25
移動 車 0:15 雄和資材倉庫

14:40
会議 0:25 意見交換会＆資材倉庫巡視 雄和地区水防団

15:05
移動 車 0:20 小山排水樋門

15:25
現場 車 0:40 小山地区から豊巻地区を堤防上巡視 豊岩分団

・6.8k付近水防用備蓄資材個所巡視
16:05

移動 車 0:10 新屋水門
16:15

現場 徒歩 0:10 新築堤防及び水門を巡視 新屋分団
16:25

移動 車 0:05 茨島出張所
16:30

会議 0:25 意見交換会 秋田地区水防団
16:55

当日の連絡先：０９０－５８３３－４３９９(酒井）

行 動 詳 細

事 務 所 出 発



別紙ー2

    平成２５年度　子吉川管内　重要水防箇所　巡視行程

　実施日：平成２５年５月３０日（木）

行動 時間
移動
手段

所要
時間
(分）

担当水防団名

出発 12:10 車 0:70 事務所出発

移動 森子橋下流右岸に集合!

13:20
現場 徒歩 0:10 森子橋（桁下不足）巡視 由利第2分団

13:30
移動 車 0:05 滝沢橋上流左岸側に集合

13:35
現場 徒歩 0:10 黒沢地区（堤防高不足）巡視 由利第4分団

13:45
移動 車 0:10 鮎川決壊個所に集合

13:55
現場 徒歩 0:10 鮎川決壊個所視察 由利第5分団

14:05
移動 車 0:15 荒町防災STに集合

14:20 由利地区水防団
会議 0:25 意見交換会

14:45
移動 徒歩 0:05 荒町防災ST駐車場集合

14:50
現場 0:20 防災ステーション設備説明 由利地区水防団

15:10 本荘地区水防団
移動 車 0:10 湯ノ沢川合流付近集合

15:20
現場 徒歩 0:10 湯ノ沢川決壊個所巡視 本荘第3分団

15:30
移動 車 0:15 石沢川合流点付近集合

15:45
現場 徒歩 0:10 石沢川決壊個所巡視 本荘第4分団

15:55 石沢川法崩れ個所巡視
移動 車 0:20 二十六木築堤箇所集合

16:15
現場 徒歩 0:10 二十六木築堤箇所巡視 本荘第一分団

16:25
移動 車 0:20 由利橋仮橋右岸上流部集合

16:45
現場 徒歩 0:10 由利橋仮橋橋台巡視 本荘第一分団

16:55
移動 車 0:10 市役所集合

17:05
会議 0:20 意見交換会 本荘地区水防団

17:25

当日の連絡先：０９０-５８３３-４３９９（酒井）

行 動 詳 細
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