
近畿地方整備局 

猪名川だより 
 

H27猪名川河川管理レポート 

◆もしもの災害に備えています 

◆阻害となる樹木の伐採や 
         無償配布を行っています 

 ◆堤防、護岸などの補修を行っています 

◆河川のパトロールや 
     堤防の点検を行っています 

住民学習会(topics.1) 
 

災害対策車(topics.2) 河川パトロール(topics.3) 
 

堤防の点検(topics.4) 
 

阻害となる河道内樹木(topics.6) 
 

伐採樹木の無償配布(topics.7) 
 

量水標 

堤防の舗装(topics.5) 
 

護岸の補修(topics.5) 
 

 安心・安全な川、まちを目指して 
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『猪名川だより』は、猪名川沿川のみなさまに、いまの猪名川の状態を知ってもらい、猪名川河川事務所が 

取り組んでいる河川管理を、わかりやすくお伝えしていきます。 

 猪名川だより（H27猪名川河川管理レポート）とは・・・ 

猪名川だより 

いろんな取り組み
があるんだね！ 

もしもの災害に 
備えて 

【topics１】 

洪水からまちを守る
【topics２】 

違法行為などの監視
を行っています 
【topics３】 

堤防や護岸などの点
検を行っています
【topics４】 

堤防や護岸などの 
補修を行っています 
【topics５】 

川に生える樹木などを
点検、除去しています

【topics６】 

コスト縮減の取り組み 
【topics7】 

住民の憩いの場として
河川敷を利用
【topics8】 

河川を安全に楽しん
でいただくために 
【topics9】 

猪名川の豊かな 
自然とともに 
【topics１0】 
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■インターネット・スマートフォン 
水位・雨量情報 

  猪名川河川事務所ではインターネット・スマートフォン
（携帯電話）で猪名川の情報（雨量・水位など）
を提供しています。ぜひ、ご利用下さい！  
 
http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do  
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Topics１．もしもの災害に備えて  

「い～な いながわネット」を知っていますか？ 

・日      時：  平成２７年８月２１日（金） 
                １３：３０～１５：００ 
・場      所：  伊丹市立神津福祉センター  
・来場者数：  ４４名 
・主      催：  近畿地方整備局猪名川河川事務所 
・内      容：  講演（地震・津波による堤防被災事例等） 

▲多くの方にご来場頂きました ▲防災に関してたくさん質問を頂きました 

みんなで勉強
しました！ 

  高齢者大学（兵庫県生きがい創造協会主催）のカリキュラムの一環と 
  して、「防災学習会」を実施しました！ 
 
        近畿地方に大きな被害をもたらした平成７年の阪神・淡路大震災から２０年が経ち、改めて市民 
     に対して自然災害の恐ろしさや被害の記憶を風化させないとともに、今後起こりうる大地震や津波 
     に対する備えなどを呼びかけるため「防災学習会」を実施しました。 

http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do
http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do
http://www.river.go.jp/kawabou/ipTopGaikyo.do


 ■ 地震・風水害等の災害時において、防災関係機関（国、県、 
   市、他）が緊密な連携のもと、迅速かつ適切な災害対応が行 
   えるよう取り組んでいます。 
 
 ■ この他、災害時の現場で活躍する、災害対策本部車や照明 
   車の展示を行いました。 

H27猪名川河川管理レポート 
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・ 日   時： 平成２７年８月２８日（金） ９：５０～１２：００ 
・ 場   所： 尼崎市元浜町４丁目 武庫川左岸河川敷 
・ 参加者数： 約８５１名 
・ 主   催： 尼崎市 
・ 参加機関： ４１機関 

▲水防（積土のう）工法訓練〔川西市〕 

▲水防（せき板）工法訓練〔伊丹市〕 

Topics１．もしもの災害に備えて  

訓練をしておけば、 
いざというときも安
心だね！ 

 「防災総合訓練」に参加しました！ 

▲国交省の照明車・災害対策本部車の展示〔尼崎市〕 

・ 日   時： 平成２７年５月３１日（日） ９：００～１２：００ 
・ 場   所： 伊丹市東有岡４丁目 猪名川右岸河川敷 
・ 参加者数： 約３８０名 
・ 主   催： 伊丹市 
・ 参加機関： ５機関 

・ 日   時： 平成２７年６月６日（土） ９：００～１２：００ 
・ 場   所： 川西市東久代１丁目 東久代運動公園 
・ 参加者数： 約２４０名 
・ 主   催： 川西市 
・ 参加機関： ３機関 

つみど 



Topics２．洪水からまちを守る  H27猪名川河川管理レポート 

 猪名川流域では、洪水の際、内水による浸水被害を低減するため、樋門や排水機場など排水施設の操作を行います。 
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  排水機場は、まちの中（堤内地）にたまった雨水
（内水）を排水ポンプによって、猪名川に強制的に
排水するためのものです。 樋門は増水した猪名川の
流水が、堤内地に逆流しないよう、猪名川に流れ込
む用水路などの流入部に設置されたゲートです。 

 平成26年には、台風11号の影響で
猪名川流域は大雨となり、猪名川の小
戸基準地点（池田市）において、既
往第４位の水位を記録しました。 

樋門・排水機場ってなに？ 

 洪水時には、樋門や排水機場など排水施設の適切な操作を行い、 
 浸水被害の低減に努めています。 

排水 

▼猪名川流域の排水施設位置図 

▼猪名川の樋門における出動・稼働状況 

施設名 稼働回数 出動回数 

鶴田排水樋門 0 1 

下河原排水樋門 0 1 

神田排水樋門 0 1 

神田川排水機場（国） 

前川雨水ポンプ場（川西市） 

加茂雨水ポンプ場（川西市） 

北河原雨水ポンプ場（伊丹市） 

昆陽川捷水路排水機場 

（尼崎市） 

高田中継ポンプ場（尼崎市） 

利倉ポンプ場（豊中市） 

北部浄化センター（尼崎市） 

原田終末処理場（豊中市） 

鶴田雨水ポンプ場（伊丹市） 

渕雨水ポンプ場（伊丹市） 

池田市下水処理場（池田市） 

桜井谷ポンプ場（豊中市） 

三平雨水ポンプ場（伊丹市） 

千里園ポンプ場（豊中市） 

▼軍行橋（伊丹市）から下流を望む 

平
常
時 

洪
水
時 

する施設です。猪名川流域では、
１５箇所に排水機場等排水施設
が設置されており、 

、各地区の被害軽減に努めていま
す。 
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 河川巡視（パトロール）は、河川区域等における違法行

為の発見、堤防や護岸等の変状の発見、河川内の環境や

利用に関する情報収集等を目的に実施しています。 

▲猪名川に捨てられたゴミ 

 猪名川では、不法投棄が多く、家庭ゴミから産業

廃棄物まで様々なゴミが河川敷に捨てられています。    

 不法投棄は河川の美観を損ねるだけでなく、流水

や土壌の汚染、生態系への悪影響、悪臭や蚊・ハエ

など害虫の発生の原因となります。 

  皆様も河川にゴミを捨てないよう、ご協力をお願い

します！ 
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Topics3．違法行為などの監視を行っています  

不法投棄が増えています！ 

ゴミを捨てないでね！ 

車や徒歩によるパトロールで、不法投棄や堤防、護岸などに危険なところ
はないか日常的に見回っています。 

▼猪名川でのパトロールのようす 
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 堤防や護岸は洪水・地震等により、堤防天端の亀裂、法面崩壊が生じたり、護岸のひび割れ、護岸背面の空洞化による陥没

等が発生したりするおそれがあります。 

   このため、猪名川河川事務所では、前述の河川巡視の他、出水期の前と後に総点検を実施し、堤防や護岸の異状・変状の 

   有無を確認し、必要に応じて補修等対策を実施しています。（→topics.5) 

 

 堤防や護岸のほかにも、橋梁など河川区域における工作物の施設管理者に対し、点検及び必要な補修等の実施を指導して

います。  

                                     ※ 出水期： 川が増水しやすい時期(猪名川では6/16～10/15)  

樋門の点検状況 

排水機場の点検状況 
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Topics４．堤防や護岸などの点検を行っています  

▲護岸の沈下を点検 

 堤防や護岸など河川管理施設が、危険な状態になっていないか点検を   
 行っています。 

▲堤防天端のひび割れを点検 ▲樋門周辺の沈下を点検 

  てんば  のりめん 

  てんば 

※  しゅっすいき 
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護岸の洗掘対策 

Topics５．堤防や護岸などの補修を行っています 

洪水により崩れた護岸を、土のうと袋詰め玉石で応急補修しま

した。（早急に本復旧を行います。） 

対策前 対策後 

護岸の補修対策 

経年的に洗掘が進行していた自然河岸を、護岸工の施工に

より補強しました。 

対策前 

量水標の交換 

洪水により破損した量水標を交換しました。 

対策前 対策後 
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After Before After 

〈尼崎市田能地先〉 

Before 

〈尼崎市田能地先〉 

〈伊丹市藤ノ木地先〉 

洪水を安全に下流へ流せるように、堤防や護岸の補修など必要な対策
を行っています。 

Before After 

堤防の天端舗装 

地域住民からの要望および堤防の補強を兼ねて、堤防天端

の舗装を行いました。 

〈池田市新町地先〉 

Before After 
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 川に樹木が繁茂したり、中洲などの土砂が堆積していると、洪水時に

流水の阻害となり、氾濫を引き起こす要因ともなります。  

   このため、川に繁茂している樹木や堆積している土砂の状況を把握 

   し、河川環境の保全に配慮しながら必要な樹木伐採や土砂掘削を 

   計画的に実施しています。  
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Topics６．川に生える樹木などを点検、除去しています  

▲川に繁茂する樹木のようす 

国道171号軍行橋下流付近 

木が茂ったり、土砂が
溜まったり、川は常に
変化しているんだね！ 

川に生えている樹木や堆積した土砂が、洪水時に流水の阻害にならな
いように、点検及び除去を行っています。 

▲発達した中洲（堆積土砂）のようす 

藻川分派点付近 



  

  

H27猪名川河川管理レポート Topics７．コスト縮減の取り組み  

８ 

堤防除草における刈りっ放しや、伐採木の一般住民への無償配布など、
コスト縮減に取り組んでいます。 

堤防除草の刈りっ放し 

猪名川ではいろんな 
取り組みをしてるんだね！ 

伐採木の無償配布 

 可能な範囲で堤防の除草を草刈りのみとし（刈りっ放し）、刈草を集める費用やトラックでの運搬費用および焼却処分の費用を縮減し

ています。 

草刈り 

集草 

ﾄﾗｯｸ積込運搬 

公共有料処分 

↓ 
草刈り 

従  来 刈りっ放し 

そのまま放置 
↓ 

↓ 

 伐採した樹木(幹）を一般住民の方々に無償で配布することにより、処分費用を縮減しています。 

↓ 

（コスト縮減） 

草刈り前 草刈り後（刈草を放置） 

伐採木（幹） 伐採木を取りに来られた方 

伐 木 

枝・葉 

ﾄﾗｯｸ積込運搬 

公共有料処分 

伐 木 

従  来 無償配布 

↓ 

↓ 

幹 

民間有料処分場 

ﾄﾗｯｸ積込運搬 

↓ 
幹 

一般住民へ配布 

集積 

↓ 

↓ ↓ 

（コスト縮減） 



 

 

Topics８．住民の憩いの場として河川敷を利用  H27猪名川河川管理レポート 

猪名川・藻川では、河川敷の約６６％が公園やグランドとして整備され、 
多くの住民の憩いの場として利用（球技、ｳｫｰｷﾝｸﾞなど）されています。 

池田市猪名川緑地公園
（グラウンド） 

９ 
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１０ 

 猪名川を安全に楽しんでいただくため、出前講座などのイベ

ントにて水難事故防止に向けた啓発活動を行っています。 

 

Topics９．河川を安全に楽しんでいただくために  

▲啓発活動のようす 

▲啓発パンフレット 

河川水難事故に関する啓発活動を行っています。 

『川はいつでもどこでも安全な状態であるとは限りません。

常に様々な危険があることをご理解いただき、自己責任

において十分注意してご利用ください。』 
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 猪名川河川事務所では地域住民の協力を得て河川敷地の清掃など

を行っており、地域と連携した河川の愛護活動や維持管理を推進して

います。 

 また、啓発活動の一環として小学生と河川管理者の協働で、簡易水

質調査や水生生物調査、猪名川の豊かな自然を利用した水環境授

業などを行っています。 

１１ 

猪名川クリーン作戦のようす 

Topics1０．猪名川の豊かな自然とともに  

実施日 小学校名 実施内容 

7/13 川西小学校 水生生物調査 

9/15 川西小学校 水生生物調査、パックテスト 

9/18 多田小学校 水生生物調査 

9/28 秦野小学校 猪名川の水環境に関する授業 

10/8 加茂小学校 水生生物調査 

10/20 神津小学校 水質一斉調査 

10/23 園和北小学校 水質一斉調査 

10/28 加茂小学校 猪名川の水環境に関する授業 

▼小学校と協働で実施した水生生物調査等のH27年度実績 

地域住民、ＮＰＯ法人、河川協力団体、漁業協同組合等の住民団体と 
連携して、人と川とをつなげる活動を推進しています。 

愛護セミナーのようす 

水生生物調査のようす 

水の中には、
いろんな虫が
いたね！ 



 

  ●国土交通省 近畿地方整備局 猪名川河川事務所 
         

       〒563-0027 大阪府池田市上池田2-2-39 

                       TEL. 072-751-1111（代表） 

 

 

 

 

  ●園田出張所 

          〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町１-345 

                       TEL. 06-6493-1281 

 

◎所在地・連絡先  H27猪名川河川管理レポート 

池田市猪名川緑地公園
（グラウンド） 

１２ 


