
  平成３０年５月２３日 

北上川上流洪水予報・水防連絡会 

（事務局：岩手河川国道事務所） 

出水に備え、重要水防箇所の合同巡視を実施 

北上川上流洪水予報・水防連絡会は、北上川における洪水被害の軽減を図るために、

洪水予報、水防に関する情報等の円滑な発信、共有化に努めています。 

その一環として、出水期（7/1～9/30）を前に、洪水時において 水防上、特に注意

を要する箇所（重要水防箇所）を国・県・水防管理団体（市町村）等の関係機関が

合同で巡視を行い、水防に必要な情報交換を行い、出水に備えます。 

◆日程及び対象市町村 

◎盛岡地区合同巡視【盛岡市・滝沢市・矢巾町・紫波町・花巻市】 

平成３０年５月３１日（木）      →（別紙－１） 

◎水沢地区合同巡視【北上市・花巻市】 

平成３０年５月３０日（水）      →（別紙－２） 

◎水沢地区合同巡視【奥州市・金ケ崎町】 

平成３０年５月２９日（火）      →（別紙－３） 

◎一関地区合同巡視【平泉町・一関市】 

平成３０年５月２８日（月）      →（別紙－４） 

◆集合時間、場所、巡視経路 

別紙各地区の巡視経路を参照してください。詳細な場所については、お問い合わ

せ下さい。 

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ、奥州市政記者クラブ、 

一関市政記者クラブ、東北専門記者会〉 

［お問い合わせ先］ 

   国土交通省 東北地方整備局 岩手河川国道事務所 

 盛岡市上田四丁目２－２（℡019-624-3281(河川管理課直通)） 

河川管理課長  宍戸
し し ど

 博文
ひろふみ

（内線３３１） 

記者発表資料 



平成３０年５月３１日（木）　　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 雫石川左岸 雫石川及び北上川（三馬橋～南大橋）
滝沢市 北上川 　　[東北新幹線橋梁付近

雫石左岸陸閘]
　　　　 ○無堤部（堤防高、堤防断面）

9:35 　　　　 ○陸閘～

　　　　 ○工作物（橋梁）
10:00 　　　 　○水衝部

　　　　 ○備蓄資材及び保管箇所

盛岡市 中津川 10:20 中津川
　　　　 ○堤防（堤防高、堤防断面）

10:25 中の橋下流右岸 　　　　 ○陸閘～

　　　　 ○工作物（橋梁）
10:50 　　　　 ○備蓄資材及び保管箇所

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

　　　　 ○堤防（堤防高、堤防断面）
11:15 　　　　 ○漏水（工事対応）～

　　　　 ○破堤跡
11:40 　　　　 ○工作物（樋管）

　　　　 ○備蓄資材及び保管箇所

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

13:35 　　　　 ○漏水～

　　　　 ○備蓄資材及び保管箇所
14:00

紫波町 北上川 14:15 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）

14:20 　　　　 ○工作物（樋管）～

　　　　 ○備蓄資材及び保管箇所
14:45

花巻市 北上川 15:10 大正橋上流右岸 北上川（花巻市）
(旧石鳥谷) 　　　 ○無堤部（堤防高、堤防断面）

15:10 　　　　 ○排水ポンプ車～

　　　　 ○工作物（橋梁）
15:35 　　　　 ○備蓄資材及び保管箇所

平成３０年度　盛岡地区重要水防箇所合同巡視経路  　　　

　　[石鳥谷排水ポンプ車
格納庫]

別紙－１



平成３０年５月３０日（水）　　水沢出張所
市町村 河川名 集合時間 集合（巡視）場所 巡　視 （ 説 明 ）　内　容

北上市 北上川 9:30 東北新幹線橋梁左岸下 北上川
［稲瀬堤防］ ○堤防高、堤防断面

9:35 ○漏水（S54.8実績）～

○旧川跡（漏水）
9:45

10:00 展勝地児童公園駐車場 北上川～

［立花堤防］ ○堤防高、堤防断面
10:10 ［更木堤防］ ○漏水（堤防詳細点検による結果）

○新堤防（H27施工）

10:25 二子堤防上流端 北上川～

［黒沢尻堤防］ ○堤防高、堤防断面
10:35 ［二子堤防］ ○新堤防（H26、H27施工）

花巻市 北上川 10:50 昭和橋左岸 北上川
猿ヶ石川 ［更木堤防］ ○堤防高、堤防断面

10:55 ○漏水（堤防詳細点検による結果）～
○工作物（昭和橋）

11:05

11:20 南城堤防下流 北上川～

［南城堤防］ ○堤防高、堤防断面
11:30 ［花巻堤防］ ○漏水（堤防詳細点検による結果）

○漏水（S56.8実績）
○水衝洗掘

花巻市 猿ヶ石川 13:30 道の駅　東和 猿ヶ石川
（旧東和町） ○堤防高、堤防断面

13:45 落合橋右岸下流 ○漏水（堤防詳細点検による結果）～

［前郷堤防］ ○工作物（前郷橋）
14:00

平成３０年度　水沢地区重要水防箇所合同巡視経路

別紙－2



平成３０年５月２９日（火）　　水沢出張所
市町村 河川名 集合時間 集合（巡視）場所 巡　視 （ 説 明 ）　内　容

奥州市 北上川 9:00 太郎ヶ沢排水樋管 北上川
（前沢） ［前沢堤防］ ○堤防高、堤防断面

9:05 ［白山堤防］ ○法崩れ・すべり（堤防強化工事箇所）～

○旧川跡（漏水）
9:15 ○破堤跡（漏水）

9:30 大曲橋右岸下流 北上川～

［白山堤防］ ○堤防高、堤防断面
9:40 ［生母黒石堤防］ ○水衝洗掘

○旧川跡（漏水）

奥州市 北上川 10:00 二渡揚水機場付近 北上川
（水沢） 人首川 ［二渡堤防］ ○堤防高、堤防断面

10:05 ○水衝洗掘～

○旧川跡（漏水）
10:15 ○破堤跡（漏水）

10:25 藤橋右岸上流 北上川～
［吹張堤防］ ○漏水（堤防詳細点検による結果）

10:40 ［姉体堤防］ ○排水ポンプ車の紹介

11:00 小谷木橋左岸下流 北上川～

［羽田堤防］ ○堤防高、堤防断面
11:20 ［人首川左岸堤防］ ○破堤跡（漏水）

人首川
○漏水（堤防詳細点検による結果）
○旧川跡（漏水）
○破堤跡（漏水）

奥州市 北上川 13:30 田谷川合流点 北上川
（江刺） 人首川 ［稲瀬堤防］ ○水衝洗掘

13:35 ［愛宕堤防］ ○漏水（S56.8実績）～

［岩谷堂堤防］ ○漏水（H19.9実績）
13:50 ［人首川右岸堤防］ ○旧川跡（漏水）

人首川
○漏水（H19.9実績）

金ヶ崎町 北上川 14:30 江崎大橋右岸下流 北上川
　　[三ヶ尻堤防] ○堤防高、堤防断面

14:35 ○漏水（堤防詳細点検による結果）～

14:45

15:00 金ヶ崎橋左岸下流 北上川～

［愛宕堤防］ ○水衝洗掘
15:10 　　[金ヶ崎堤防] ○堤防高、堤防断面

平成３０年度　水沢地区重要水防箇所合同巡視経路
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平成３０年５月２８日（月）　　一関出張所
市町村 河川名 集合時間 集合（巡視）場所 巡　視 （ 説 明 ）　内　容

平泉町 北上川 10:30 ①平泉排水機場 北上川（平泉町）～

　　　　 ○重要水防箇所（堤防高、堤防断面）
10:50 　　　　 ○平泉排水機場（排水ポンプ車）

一関市 磐井川 11:10 ②上前堀排水樋管 磐井川（一関市）～

[一関市JR橋梁上流左岸] 　　　　 ○重点監視区間
11:30 　　　　 ○重要水防箇所（堤防高、堤防断面、漏水）

北上川 13:30 ③弥栄堤防 北上川（一関市）～

　　[中江川排水樋門] 　　　　 ○重要水防箇所（堤防高、堤防断面）
13:50 　　　　 ○弥栄堤防（中江川排水樋門）

北上川 14:10 ④川崎防災ステーション 北上川（川崎支所）～

　　　　 ○重要水防箇所（堤防高、堤防断面）
14:20 　　　　 ○川崎防災ステーション（排水ポンプ車）

砂鉄川 14:30 ⑤岩ノ下堤防 砂鉄川（東山支所）～
　　[岩ノ下排水樋門] 　　　　 ○重要水防箇所（堤防高、堤防断面）　 

14:50

北上川 15:10 ⑥日形堤防 北上川（花泉支所）～

　　[7．8k付近] 　　　　 ○重要水防箇所（堤防高、堤防断面）　 
15:20

黄海川 15:30 ⑦黄海堤防 北上川（藤沢支所）
北上川

～

　［北上橋下流左岸］ 　　　　 ○重要水防箇所（堤防高、堤防断面）
16:10 　　　　 ○小日形堤防（H28工事）

　　　 　○下曲田堤防（H29工事）

平成３０年度　一関地区重要水防箇所合同巡視経路

別紙－４
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