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平成２６年 ５月２０日

馬淵川水系洪水予報・水防連絡会
岩木川水系洪水予報・水防連絡会

（事務局）青森河川国道事務所

洪水に備え、重要水防箇所を関係機関で巡視します

～ 岩木川では代表首長が立ち会い現地確認 ～

馬淵川水系及び岩木川水系の洪水予報・水防連絡会（会長：国土交通省
青森河川国道事務所長）では、水害を防止、あるいは軽減するため、洪水
予報及び水防に関する連絡・調整の円滑化を図っております。

両連絡会の今年度事業の一環として、洪水の際に特に注意を要する箇所
（重要水防箇所）について、本格的な出水期を前に、関係機関合同による
巡視を実施します。

※岩木川直轄管理区間 80.6km（うち支川10.7km）
馬淵川直轄管理区間 10.0km

今年度は、台風１８号の被害のあった岩木川においては、昨年に引き続
き沿川の代表首長の現地立会も依頼しており、５月13日開催済みの岩木川
上流では弘前市長に立会いただきました。

岩木川下流においては、鶴田町長が管轄区間を現地立会される予定です。

１．馬 淵 川 ５月２１日（水）１３：３０～（１６：１０頃終了見込み）
集合場所：国土交通省 高瀬川河川事務所

八戸市石堂三丁目７－１０
巡視区間：馬淵川河口～櫛引橋（馬淵川本川）

２．岩木川下流 ５月２３日（金） ９：００～（１４：５０頃終了見込み）
集合場所：国土交通省 五所川原出張所

五所川原市字岩木町１０
巡視区間：岩木川河口～保安橋（岩木川本川）

※鶴田町長 現地立会予定
時刻 9:20～10:00頃
場所 ①鶴田地区34.0k(鶴田町鶴田地内)～

②菖蒲川地区35.6k(鶴田町菖蒲川字前田地内)～
③大性地区36.8k(鶴田町菖蒲川字川辺地内)～
④水元第二排水樋管(鶴田町野木字東松虫地内)

★ご注意下さい★
町長の現地立会は、公務の都合により急遽変更される場合がありますの

で、町長の予定の詳細につきましては、町役所にお問い合わせ願います。

≪発表記者会：青森県政記者会、建設関係専門紙、津軽新報社≫

＜問い合わせ先＞
国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所

電話 ０１７－７３４－４５２１（代表）

技術副所長(河川) 砂子 勉（内線２０４）

河川管理課長 平野 勝己（内線３３１）

※携帯電話 090-3123-8603（平野）
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H26馬淵川重要水防箇所合同巡視行程 別添１（１／２）

移動時間 到着時刻 説明時間 出発時刻 備　　考

⓪
高瀬川河川事務所
(八戸市石堂3-7-10)

13:30 0:05 13:35
集合場所13:30
概要説明13:30-13:35

①
長苗代地区堤防
(八戸市長苗代字蟇河原)

0:10 13:45 0:05 13:50 H25堤防質的整備工事完了箇所

②
浅水川排水樋門
(八戸市尻内町下川原)

0:10 14:00 0:05 14:05 出水時排水ポンプ車出動箇所

③
馬淵川河川防災ステーション
(八戸市尻内町上河原)

0:10 14:15 0:05 14:20 馬淵川防災拠点

④
一日市地区無堤部
(八戸市櫛引字前田）

0:10 14:30 0:05 14:35 重要水防箇所（無堤区間）

⑤
坂牛川合流点上流側
(八戸市尻内町古川)

0:15 14:50 0:05 14:55
H25～無堤部解消工事箇所
（築堤工事・樋管工事）

⑥
沼館地区堤防
(八戸市沼館二丁目)

0:35 15:30 0:05 15:35 H26堤防補強工事箇所

⑦
河原木地区堤防
(八戸市河原木字海岸)

0:10 15:45 0:05 15:50 H25高潮堤防工事完了箇所

⑧
高瀬川河川事務所
(八戸市石堂3-7-10)

0:10 16:00

合同巡視終了16:05　解散・出発16:10
（～八戸北ＩＣ＝百石道路=下田百石IC＝第二みちのく有料道路＝上北道路＝上
北IC～「道の駅おがわらこ」～みちのく有料道路～青森東ＩＣ＝青森自動車道＝青
森中央IC～）
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Ｈ２６馬淵川重要水防箇所合同巡視ルート 別添１（２／２）

⑦説明 15:45～

河原木地区堤防

（左岸高潮堤）

⑤説明 14:50～
坂牛川合流点上流側

（無堤区間）

⑥説明 15:30～
沼館地区堤防

（下流部堤防補強工事）

④説明 14:30～
一日市地区
（無堤区間）

③説明 14:15～
馬淵川河川防災ステーション

②説明 14:00～

浅水川排水樋門

①説明 13:45～
長苗代地区堤防
（質的整備箇所）

⓪集合・⑧解散場所

高瀬川河川事務所

⓪13:35発
⑧16:00戻
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平成２６年度 岩木川水系重要水防箇所合同巡視

五所川原出張所管内

平成２６年５月２３日（金） ※印は説明地点

【午前の部】
８：５０ 五所川原出張所受付

９：００ 青森河川国道事務所 河川副所長 挨拶

９：０５ 五所川原出張所出発

９：２０ 鶴田地区（鶴田町役場裏堤防で合流）

① 鶴田地区 34.0k 鶴田町長立会予定
② 菖蒲川地区 35.6k
③ 大性地区 36.8k
④ 水元第二排水樋管

１０：００ 柏地区（柏第一排水樋管で合流）
⑤ 柏第一排水樋管
⑥ 下古川地区 28.2k

１０：３０ 木造地区（25.0k側道で合流）
⑦ 川除地区 25.0k

１０：５０ 稲垣地区（一本タモ堤防脇で合流）
⑧ 豊川地区 19.0k
⑨ 稲新第２揚水樋管跡
⑩ 下繁田地区 9.6k

１１：３０ 車力地区（0.6k堤防天端で合流）
⑪ 富萢地区 0.6k

１１：５０ 市浦地区(十三の砂山公園で集合）
⑫ 十三の砂山公園

１２：１０
～ 【昼食、休憩】 食堂「和歌山」

１３：００
【午後の部】

１３：２０ 中里地区(0.0k若宮水位観測所で合流)
⑬ 田茂木地区 0.2k
⑭ 長泥地区 9.4k

１４：１０ 五所川原地区（三好橋右岸側道で合流）
⑮ 上藻川地区 21.6k
⑯ 防災ステーション
⑰ 幾島地区26.8k

１４：５０ 五所川原出張所解散
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平成26年度 重要水防箇所合同巡視経路図 （１／２）

①鶴田地区
34.0k

⑤柏第一
排水樋管

②菖蒲川地区
35.6k

④水元第二
排水樋管

⑯防災ｽﾃｰｼｮﾝ

五所川原出張所
9:00 集合

－ 凡例 －

： 説明箇所

： 午前の部ルート

： 午後の部ルート

： 進行方向

： 待合せ場所

25.0k側道 10:30 合流

木造地区

一本タモ
10:50 合流

稲垣地区 五所川原地区

柏第一排水樋管 10:00 合流

柏地区 鶴田地区

鶴田町役場裏
9:20 合流

鶴田地区

三好橋右岸側道 14:10 合流

五所川原地区

⑥下古川地区
28.2k

⑰幾島地区
26.8k

⑦川除地区
25.0k

⑧豊川地区
19.0k

⑮上藻川地区
21.6k

③大性地区
36.8k

鶴田町長立会予定①～④
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平成26年度 重要水防箇所合同巡視経路図 （２／２）

⑬田茂木地区
0.2k

⑫十三の
砂山公園

0.0k若宮水位観測所 13:20 集合

十三の砂山公園
11:50 合流

0.6k堤防天端 11:30 合流

金木地区中里地区

市浦地区

車力地区

一本タモ 10:50 合流

稲垣地区

－ 凡例 －

： 説明箇所

： 午前の部ルート

： 午後の部ルート

： 進行方向

： 待合せ場所

五所川原地区

⑩下繁田地区
9.6k

⑪富萢地区
0.6k

⑭長泥地区
9.4k

⑨稲新第二
揚水樋管跡
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