
平成２８年 ６月１６日
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

～ 五所川原市長、つがる市長、鶴田町長、
藤崎町長、田舎館村長も現地立会 ～

岩木川水系の洪水予報・水防連絡会では、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、関係機関による合同巡視を実施します。

今年度は、関係機関に加えて地域住民にも参加していただき実施します。

今年度は、五所川原市長、つがる市長、鶴田町長、藤崎町長、田舎館村
長が管轄区間を現地立会される予定です。

【洪水予報・水防連絡会の概要】
洪水予報・水防連絡会は、水系の水害の防止または軽減のため、洪水予報及び水防

に関する連絡及び調整を行い、安全に寄与することを目的に活動しています。
流域市町村・青森県・青森地方気象台・国土交通省ほか各関係機関の委員により構

成され、会長は国土交通省青森河川国道事務所長です。

【合同巡視概要】
１．岩木川下流 ６月２０日（月） ９：００～（１６：００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）

２．岩木川上流 ６月２２日（水） ９：００～（１６：２０頃終了見込み）
集合場所：弘前地区河川防災ステーション

（弘前市和田町）
巡視区間：保安橋～上岩木橋（岩木川本川及び支川）

岩木川下流（6月20日）

※鶴田町長 現地立会
時 刻： 9:30～ 9:45頃
集合場所：岩木川堤防 右岸36.6k付近

保安橋上流河川敷（鶴田町菖蒲川地先）

※五所川原市長 現地立会
時 刻：11:15～11:30頃
集合場所：岩木川堤防 右岸1４.２k付近

河川敷（五所川原市金木町地先）

※つがる市長 現地立会
時 刻：15:30～15:45頃
集合場所：岩木川堤防 左岸２８.0k付近

（つがる市柏下古川地先）



岩木川上流（6月22日）

※藤崎町長 現地立会
時 刻： 13:３0～ 13:45頃
集合場所：平川堤防 右岸2.8k付近

白鳥ふれあい広場（藤崎町村元地先）

※田舎館村長 現地立会
時 刻： 14:15～ 14:30頃
集合場所：田舎館小学校前

（田舎館村大根子地先）

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

≪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) 平山 孝信（内線２０４）

河川管理課長 冨岡 繁則（内線３３１）



平成２８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２８年６月２０日（月） ※印は説明地点

【午前の部】

９：００ ■五所川原出張所 集合・受付
・あいさつ（青森河川国道事務所）
・概要説明

９：３０ ■鶴田右岸堤防
※菖蒲川地区 36.6k （危険箇所） 鶴田町長
※菖蒲川地区 36.2k+108.5～36.4k+115.5 （重点監視区間 ○59○61 ） 説明

１０：３０ ■五所川原堤防【三好橋下流高水敷で合流】
※藻川地区 19.4k+109～20.2k+115 （重点監視区間 ㊾㊿）
※藻川地区 18.4k+31～18.6k+65 （重点監視区間 ㊼㊽）

１１：１５ ■五所川原堤防【流木巻橋で合流】 五所川原市長

※流木巻橋 14.2k （危険箇所） 説明

１２：００
～ 【昼食、休憩】

１３：００

【午後の部】

１３：４５ ■車力堤防【0.0k堤防天端で合流】
※若宮地区 0.0k～0.0k+181 （重点水防箇所A ③）

１４：１５ ■下繁田堤防
※繁田地区 9.6k （危険箇所）

１４：５０ ■稲垣堤防
※豊川地区 18.0k+122.5～18.4k+164.5 （重点監視区間 ⑰⑱）

１５：３０ ■柏堤防 つがる市長
※鷺坂地区 28.0k （危険箇所） 説明

１６：００ ■五所川原出張所 解散



平成28年度 重要水防箇所合同巡視経路図 （１／２）

①菖蒲川地区
36.6k付近

五所川原出張所
9:00 集合
16:00 解散

－ 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

木造地区稲垣地区 五所川原地区 柏地区 鶴田地区

高水敷 合流

鶴田地区

五所川原地区

⑨鷺坂地区
28.0k

⑧豊川地区
18.4k付近

④藻川地区
18.6k付近

②菖蒲川地区
36.2k付近

③藻川地区
20.2k付近

三好橋
右岸下流高水敷

10:30合流



平成28年度 重要水防箇所合同巡視経路図 （２／２）

金木地区中里地区

市浦地区

車力地区

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

⑥富萢地区
0.0k

⑤流木巻橋
14.2k

流木巻橋
11:15 合流

0.0k堤防
13:45 合流

⑦繁田地区
9.6k付近



平成28年6月22日（水）

■午前の部
9:00 弘前地区河川防災ステーション　集合・受付

　・あいさつ(青森河川国道事務所)
　　　　　↓ 　・概要説明

0:25
9:25 ① 岩木川左岸56.4k+116m～56.6k 堤防高A(兼用堤)【箇所別調書・図面番号81】

　　　　　↓ 0:50
10:15 ② 岩木川左岸45.8k H28危険箇所

③ 岩木川左岸45.6k～46.2k+127m 堤防断面A(無堤)、堤防高A(兼用堤)【箇所別調書・図面番号70,72】
　　　　　↓ 0:30

10:45 ④ 岩木川左岸46.6k+100m 内水要注意箇所(鳴瀬排水樋管)
　　　　　↓ 0:20

11:05 ⑤ 平川左岸2.8k～3.0k 裏法崩れすべりA(重点監視区間)
　　　　　↓ 0:50

11:55 弘前地区河川防災ステーション　到着・解散

■午後の部 13:00 弘前地区河川防災ステーション　集合
　　　　　↓ 0:30

13:30 藤崎町 副町長との待ち合わせ 白鳥ふれあい広場
① 平川右岸1.4k+65m～3.2k+95m 堤体漏水B、基盤漏水B、堤防断面B、裏法崩れすべりB【箇所別調書・図面番号120～125】

　　　　　↓ 0:45
14:15 田舎館村長との待ち合わせ 田舎館小学校前の駐車帯

　　　　　↓ 0:10
14:25 ② 浅瀬石川左岸0.8k+93m～2.0k+35m 堤防断面B【箇所別調書・図面番号130,133】

　　　　　↓ 0:20
14:45 ③ 平川右岸4.6k H28危険箇所

　　　　　↓ 0:30
15:15 ④ 岩木川右岸44.0k H28危険箇所

　　　　　↓ 0:15
15:30 ⑤ 岩木川右岸42.8k+3m～45.2k+61m 堤防高B【箇所別調書・図面番号90,92】

　　　　　↓ 0:50
16:20 弘前地区河川防災ステーション　到着・解散

　・あいさつ(青森河川国道事務所)

平成28年度岩木川水系重要水防箇所合同巡視
藤崎出張所管内



弘前地区河川防災ステーション

集合 09:00  解散12:00

10:15 ～ 10:40

10:45 ～ 10:55

平成28年度重要水防箇所合同巡視経路図(午前)

11:05 ～ 11:15

②岩木川左岸45.8k

危険箇所
③岩木川左岸45.6k～46.2k+127m

堤防断面A(無堤)

④岩木川左岸46.6k+100m
内水要注意箇所(鳴瀬排水樋管)

⑤平川左岸2.8k～3.0k

裏法崩れすべりＡ

（重点監視区間）

○
○

○

○

①岩木川左岸56.4k+116m～56.6k L=180m
堤防高Ａ(兼用堤)

09:25 ～ 09:35



弘前地区河川防災ステーション

15:15 ～ 15:25

13:30 ～ 14:05

14:25 ～ 14:40

集合13:00  解散16:20

平成28年度重要水防箇所合同巡視経路図(午後)

④岩木川右岸44.0k

危険箇所

平川右岸2.6k+150m
藤崎町待合場所(白鳥ふれあい広場)

①平川右岸1.4k+65m～3.2k+95m

堤体水平・基盤漏水Ｂ、堤防断面Ｂ、裏法崩れすべりＢ ②浅瀬石川左岸0.8k+93m～2.0k+35m

堤防断面Ｂ

○

○

○

○
14:45 ～ 14:55

③平川右岸4.6k

危険箇所

○

15:30 ～ 15:40

⑤岩木川右岸42.8k+3m～45.2k+61m

堤防高Ｂ

○

14:15

浅瀬石川左岸2.0k

田舎館村待合場所(田舎館小学校前駐車帯)
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