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平成３０年１０月２３日
青 森 河 川 国 道 事 務 所

悪質な不法投棄は許さない！
～関係機関と連携し、不法投棄防止合同パトロールを実施します～

河川敷地への悪質な不法投棄が後を絶たないことから、
⻘森河川国道事務所では、所轄警察署及び関係⾃治体と連
携し、岩⽊川及び⾺淵川において下記の⽇程で不法投棄防
⽌合同パトロールを実施します。

◆巡回箇所 （行程等詳細については別紙をご覧下さい。）

①日 時：平成３０年１０月２９日（月）１３：３０～１５：００
集合場所：津軽りんご大橋下（右岸）
・岩木川河川敷（板柳町）

【津軽りんご大橋（以下右岸）⇒兼用道路・玉川樋門⇒河川管理用道路
・川面排水樋門⇒幡龍橋・板柳河川公園】
青森河川国道事務所 同藤崎出張所 板柳警察署 板柳町

②日 時：平成３０年１０月３１日（水）１３：３０～１５：４５
集合場所：五所川原大橋下（左岸）
・岩木川河川敷（つがる市）

【五所川原大橋（以下左岸）⇒多目的運動場⇒木造出野里地内⇒岩木川
河川公園内⇒稲垣町穂積地内⇒神田橋】
青森河川国道事務所 同五所川原出張所 つがる警察署 つがる市

③日 時：平成３０年１１月６日（火）１３：３０～１５：３０
集合場所：大橋上流付近（右岸）
・馬淵川河川敷（八戸市）

【大橋上流（以下右岸）⇒大橋下⇒ＪＲ橋梁下⇒河口付近（左岸）】
青森河川国道事務所 同八戸出張所 八戸警察署 八戸市

※なお、天候不良や河川の水位の状況により、中止する場合があります。



不法投棄は、「河川法」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」
に違反する行為であり、以下の罰則に処される場合があります。

◇「河川法」・・・・３ヶ月以下の懲役又は２０万円以下の罰金
◇「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

・・・・５年以下の懲役又は１，０００万円以下の罰金
（法人等の場合は３億円以下の罰金）

※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
青森市中央三丁目２０－３８ （ＴＥＬ０１７－７３４－４５３７）

副所長（河川担当） 安部 剛
あ べ つよし

河川占用調整課長 山田 聡
や ま だ さとし

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 五所川原出張所
五所川原市字岩木町１０ （ＴＥＬ０１７３－３４－２７３８）

五所川原出張所長 梨子 敏晴
な し としはる

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 八戸出張所
八戸市長苗代二丁目５－８ （ＴＥＬ０１７８－２８－２６２６）

八 戸 出 張 所 長 楢山 幸雄
ならやま ゆき お

国土交通省 東北地方整備局 青森河川国道事務所 藤崎出張所
南津軽郡藤崎町大字藤崎字村井３６－１ （ＴＥＬ０１７２－７５－３３１４）

藤 崎 出 張 所 長 加藤 透
か とう とおる



１．日程等
　　日　　　時　：　平成３０年１０月２９日（月）　１３時３０分～１５時００分（予定）
　　集合場所　：　 岩木川右岸４０．３ｋ付近（津軽りんご大橋下）
　　※位置図【別紙１】のとおり

２．パトロール

河川名 （左・右岸） パトロール

方法 河川利用者数 不法投棄数 出水時洪水発生頻度

岩木川 （右岸）

岩木川 （右岸）

岩木川 （右岸）

岩木川 （右岸）

　

　
　

対　象　区　域　・　施　設
河川の状況

実施時間 分

岩木川・不法投棄合同パトロール（藤崎出張所）

備考
距離標

○ △ 13:30

板 柳 町

　　１３時３０分～１５時００分

Ｎｏ 水系名

② 岩木川 兼用道路・玉川樋門 徒歩 －

① 岩木川 津軽りんご大橋下 徒歩 △

0:20

～ 13:40 0:10
４０．３ｋ

14:00

△ － 13:40 ～ 14:00

④ 岩木川 幡龍橋・板柳河川公園 徒歩 ◎

４０．３ｋ～４１．０ｋ

③ 岩木川 河川管理用道路・川面排水樋門

0:20

～ 14:40 0:40
４１．０ｋ～４２．２ｋ

徒歩 － ◎ －

○ ◎ 14:40 ～ 15:00
４２．２ｋ～４３．２ｋ

※河川の状況　◎かなり多い　○多い　△少ない　

※パトロール状況等により予定時間が変更となる場合があります。



【別紙１】

日 時：平成３０年１０月２９日（月）１３：３０～１５：００

実施地区：板柳町

実施方法：合同パトロールは、不法投棄が過去に多数発見された箇所等を徒歩により巡視する。

13:30（集合場所）

➀津軽りんご大橋下

(右岸40.3k)

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発

行の電子地形図（タイル）を複製したものである。

【承認番号 平30東複 第23号】

13:40

②兼用道路・玉川樋門

(右岸40.3k)
パトロール経路

徒歩による巡視

14:00

③河川管理用道路・川面排水樋門

(右岸41.0k)

14:40

④幡龍橋・板柳河川公園

(右岸42.2k)（解散場所）



１．日程等
　　日　　　時　：　平成３０年１０月３１日（水）　１３時３０分　～　１５時４５分（予定）
　　集合場所　：　岩木川左岸２８．２ｋ付近（五所川原大橋下）
　　※位置図【別紙１】のとおり

２．巡視行程

河川名 （左・右岸）

岩木川 （左岸） 13:30

13:45

岩木川 （左岸） 高水敷 13:50

（多目的運動場付近） 14:05

岩木川 （左岸） 14:20

14:35

岩木川 （左岸） 14:40

14:55

岩木川 （左岸） 15:05

15:20

岩木川 （左岸） 15:30

15:45

２７．４ｋ

つ が る 市

　　１３時３０分～１５時４５分

２８．２ｋ （五所川原大橋下）

（つがる市木造出野里地内）２０．０ｋ

（神田橋付近）

高水敷

１６．８ｋ

岩木川・不法投棄合同パトロール（五所川原出張所）

市町村名

つがる市

つがる市

つがる市

つがる市柏下古川地内
参加者（青森河川国道事務所、同五所川原出張所、つがる警察署、つがる市）

③ 岩木川
高水敷

① 岩木川

② 岩木川

高水敷

つがる市木造出野里地内
参加者（青森河川国道事務所、同五所川原出張所、つがる警察署、つがる市）

④ 岩木川

高水敷

時間
距離標

つがる市柏鷺坂地内
参加者（青森河川国道事務所、同五所川原出張所、つがる警察署、つがる市）

Ｎｏ 水系名 対　象　区　域　・　施　設 備考

つがる市稲垣町地内
参加者（青森河川国道事務所、同五所川原出張所、つがる警察署、つがる市）

つがる市稲垣町穂積地内
参加者（青森河川国道事務所、同五所川原出張所、つがる警察署、つがる市）

（岩木川河川公園内）

高水敷

１８．４ｋ

岩木川 つがる市

つがる市

つがる市

⑥
つがる市稲垣町繁田地内
参加者（青森河川国道事務所、同五所川原出張所、つがる警察署、つがる市）

⑤ 岩木川

１４．２ｋ

（つがる市稲垣町穂積地内）



【別紙１】

日 時：平成３０年１０月３１日（水）１３：３０～１５：４５

実施地区：つがる市

実施方法：合同パトロールは、平成２５年～２９年度に不法投棄が多数発見された箇所及び不法投棄常習箇所に立ち寄りながら、車で移動する。

（立ち寄り箇所には、後日注意看板を設置予定）

13:30

①集合場所

五所川原大橋

(左岸28.2k)

つがる市柏下古川地内

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行

の電子地形図（タイル）を複製したものである。【承認

番号 平30東複 第23号】

↑

岩

木

川

13:50

②立寄ポイント

(左岸27.4k)

つがる市柏鷺坂地内

14:20

③立寄ポイント

(左岸20.0k)

つがる市木造出野里地内

14:40

④立寄ポイント

(左岸18.4k)

岩木川河川公園内

15:05

⑤立寄ポイント

(左岸16.8k)

つがる市稲垣町穂積地内

15:30

⑥立寄ポイント

(左岸14.2k)

つがる市稲垣町繁田地内

五所川原大橋

乾橋

三好橋

神田橋



１．日程等
　　日　　　時　：　平成３０年１１月　６日（火）　１３時３０分　～　１５時３０分（予定）
　　集合場所　：　馬淵川右岸４．４ｋ大橋上流河川敷（江南小学校裏）
　　※位置図【別紙１】のとおり

２．巡視行程

河川名 （左・右岸）

馬淵川 （右岸） 13:30

14:00

馬淵川 （右岸） 14:00

14:15

馬淵川 （右岸） 14:30

14:45

馬淵川 （左岸） 14:55

15:30

馬淵川・不法投棄合同パトロール（八戸出張所）

市町村名

八戸市

八戸市

八戸市

４．０ｋ

① 馬淵川

八 戸 市

　　１３時３０分～１５時３０分（予定）

４．４ｋ （江南小学校裏）

Ｎｏ 水系名 対　象　区　域　・　施　設

大橋上流河川敷

備考

八戸市大字根城字ヌタゴ　地内
参加者（青森河川国道事務所、同八戸出張所、八戸警察署、八戸市）

③ 馬淵川
JR橋梁下

②

時間
距離標

３．２ｋ

馬淵川

河口付近

０．０ｋ （八太郎大橋上流）

八戸市大字売市字橋場　地内
参加者（青森河川国道事務所、同八戸出張所、八戸警察署、八戸市）

④ 馬淵川

八戸市大字売市字小待　地内
参加者（青森河川国道事務所、同八戸出張所、八戸警察署、八戸市）

八戸市八太郎６丁目　地内
参加者（青森河川国道事務所、同八戸出張所、八戸警察署、八戸市）

大橋下

八戸市



【別紙１】

日 時：平成３０年１１月 ６日（火）１３：３０～１５：３０

実施地区：八戸市

実施方法：合同パトロールは、不法投棄が過去に多数発見された箇所等を徒歩又は車により巡視する。

13:30（集合場所）

➀大橋上流河川敷（江南小学校裏）

(右岸4.4k) この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発

行の電子地形図（タイル）を複製したものである。

【承認番号 平30東複 第23号】

パトロール経路

○徒歩による巡視

14:00

②大橋下

(右岸4.0k)

14:30

③ＪＲ橋梁下

(右岸3.2k)

14:55

④河口付近（八太郎大橋上流）

(左岸0.0k)（解散場所）

○車による巡視


	Taro-H30【記者発表】
	行程（藤崎）
	位置図（藤崎）
	行程（五所）
	位置図（五所）
	行程（八戸）
	位置図（八戸）

