
近畿地方整備局

猪名川だより H28猪名川河川管理レポート

◆洪⽔からまちを守る

◆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、護岸などの点検を⾏っています

河道掘削 (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



H28猪名川河川管理レポート

『猪名川だより』は、猪名川沿いにお住まいのみなさまに、今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の取組みを、わかりやすくお伝えしていきます。

猪名川だより（H28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！

洪⽔からまちを守る
【topics１】

もしもの災害に
備えて

【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】

川に⽣える樹⽊を点検、
除去しています
【topics６】

コスト縮減の取り組み
【topics7】

住⺠の憩いの場として
河川敷を利⽤
【topics8】

地域と⼒を合わせて
河川を保全しています

【topics9】



Topics1．洪⽔からまちを守る H28猪名川河川管理レポート
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猪名川においては『淀川水系河川整備計画（H21.3.31）』に基づき、戦後最
大洪水である昭和35年台風16号洪水と同規模の洪水を安全に流下させるこ
とを目標として、河道掘削を行っています。
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Topics1．洪⽔からまちを守る H28猪名川河川管理レポート

 猪名川流域では、洪⽔の際、内⽔（河川に排⽔できずに氾濫した⽔）による浸⽔被害を低減するため、排⽔⾨や排⽔ポンプ場
など排⽔施設の操作を⾏います。
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排⽔ポンプ場は、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
⼾基準地点（池⽥市）において、既
往第４位の⽔位を記録しました。

排⽔⾨・排⽔ポンプ場ってなに？

洪水時には、排水門や排水ポンプ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



H28猪名川河川管理レポートTopics2．もしもの災害に備えて
越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、粘り

強い構造の堤防を整備しています。

AfterBefore

AfterBefore

堤防上端の保護
〈尼崎市東園田地先〉

居住地側の堤防斜面下方の補強
〈豊中市原田西地先〉
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H28猪名川河川管理レポートTopics2．もしもの災害に備えて
猪名川・藻川流域における大規模氾濫に関する減災対策に取り組んでいます。

■社会全体で⼤規模な⽔害に備えることを⽬指し、市、府県、国などが連携・協⼒して、「逃げ遅れゼロ」「社会経済被害の最⼩化」
に主眼をおいた減災に係る取組⽅針を策定しました。

猪名川・藻川の⼤規模氾濫に関する減災対策協議会

⽬的：平成27年9⽉関東・東北豪⾬により⼤規模な浸⽔被害が発⽣したことを踏まえ
国、府県、市等が連携・協⼒して、減災のための⽬標を共有し、ハード対策と
ソフト対策を⼀体的、計画的に推進することにより、猪名川・藻川流域において
氾濫が発⽣することを前提として社会全体で常に洪⽔に備える｢⽔防災意識
社会｣を再構築することを⽬的とする。

○第1回
平成28年8⽉19⽇（⾦）

○第2回
平成28年10⽉12⽇（⽔）

猪名川･藻川の⼤規模氾濫に関する減災対策協議会
協議会構成員 （順不同）

気象庁 ⼤阪管区気象台 気象防災部 予報課⻑
気象庁 神⼾地⽅気象台⻑
⼤阪府 政策企画部 危機管理室⻑
⼤阪府 都市整備部 事業管理室⻑
⼤阪府 都市整備部 河川室⻑
兵庫県 企画県⺠部 災害対策局 災害対策課⻑
兵庫県 県⼟整備部 ⼟⽊局 河川整備課⻑
豊中市⻑
池⽥市⻑
尼崎市⻑
伊丹市⻑
川⻄市⻑
独⽴⾏政法⼈⽔資源機構 ⼀庫ダム管理所⻑
近畿地⽅整備局 猪名川河川事務所⻑
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■ 災害発⽣時における被災箇所の早期発⾒を⽬的とし、上空から緊急
ヘリコプターで場所が特定できるよう、堤防の天端等に河⼝からの距離
を明⽰しました。

H28猪名川河川管理レポート

5

・ 日 時： 平成２８年９月１日（木） １０：３０～１２：００
・ 場 所： 尼崎市長洲町１丁目 尼崎記念公園内
・ 参加者数： 約２８０名
・ 主 催： 尼崎市
・ 参加機関： ３５機関

Topics2．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！

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。

・ 日 時： 平成２８年６月２日（木） ９：３０～１１：３０
・ 場 所： 川西市出在家２３番地

猪名川河川防災ステーション
・ 参加者数： 約８４名
・ 主 催： 川西市
・ 参加機関： ３機関

水災害に備えて被災箇所の早期発見を
目的とした対空標識を設置しています。

■ 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。



H28猪名川河川管理レポート

■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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Topics2．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２８年１１月１３日（日）
１０：００～１２：００

・場 所： 尼崎市立園和小学校
・来場者数： 約１３０名
・主 催： 園和社会福祉連合協議会
・内 容： 講演（地震・津波による堤防被災事例等）

▲多くの方にご参加頂きました ▲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！

尼崎市の防災（園和社会福祉連合協議会主催）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！

■｢防災学習｣とは、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、⾵化しつつある災
害の記憶を呼びさまし、⾃然災害を知ると共にとともに、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ものです。



H28猪名川河川管理レポート

 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・藻川では、不法投棄が多く、家庭ゴミから⾃転⾞・⾃動⾞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
因となりますので、皆様も不法投棄の防⽌にご協⼒お願いします。
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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！

ゴミを捨てないで下さい

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



H28猪名川河川管理レポート

 堤防や護岸は洪⽔・地震等により、堤防上端の⻲裂、堤防斜⾯の崩壊が⽣じたり、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、⽇常の河川巡視（→topics.3)の他に、出⽔期の前と後に総点検を実施しています。

 堤防や護岸の異状・変状を確認し、必要に応じて補修など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などを⾏うように指導

しています。
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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。

▲護岸天端のひび割れを点検 ▲樹木の繁茂状況を点検

猪名川と藻川では、踏み荒らし（わだち）による堤防の損傷
が多く⾒られます。
これは川を利⽤する⼈が多い猪名川と藻川ならではのことで、
それだけ周辺住⺠に愛され、利⽤されていることを⽰すひとつの
バロメータとも考えられます。
しかし、踏み荒らしがひどくなると、芝⽣が⽣えなくなったり、堤
防がやせたりと、堤防の安全な機能を損ねる場合があります。
できるだけ芝⽣や堤防を傷めないように、坂路や階段を利⽤し
て下さい。

踏み荒らしが増えています！



H28猪名川河川管理レポート

 堤防（管理延⻑：猪名川25.2km、藻川10.0km）
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Topics４．堤防や護岸などの点検を⾏っています
河川管理施設の維持管理の現状をご理解いただくため、点検結果をとりまとめて

「堤防・樋門の健全性の評価」を公表します。変状が確認されている施設については、
巡視で状態監視を行いながら計画的に対策を実施します。

 樋⾨（管理施設数：猪名川3箇所）

 評価区分の考え⽅

河川名 岸別 距離標
区間延長

(km)

評価実施
堤防延長

(km)

区間ごと
総合評価

左岸 0～12.6km 12.6 12.6 B

右岸 0～12.6km 12.6 12.6 B

左岸 0～5.0km 5.0 5.0 B

右岸 0～5.0km 5.0 5.0 B

河川合計

河川合計

猪名川

藻川

河川名
建設年次
（西暦）

扉体面積
(m2)

施設の
総合評価

猪名川 鶴田排水樋門 ﾂﾙﾀﾊｲｽｲﾋﾓﾝ 1974 17.5 C

猪名川 下河原樋門 ｼﾓｶﾞﾜﾗﾊｲｽｲﾋﾓﾝ 1974 2.0 C

猪名川 神田排水樋門 ｺｳﾀﾞﾊｲｽｲﾋﾓﾝ 1972 17.5 C

樋門（ﾌﾘｶﾞﾅ）

● 堤防や樋門等の河川管理施設の評価は、施設の状態に応じて４段階に区分します。

● 各施設については、下記の区分による評価の結果に応じて、修繕等のその後の対策の要

否・方法等を判断していくこととなります。

● なお、下記の区分はその施設が元々有している機能に対する評価であることから、評価区

分と、洪水に対する安全性は必ずしも一致しません。（例えば、堤防が未完成で低い場合に

は、評価区分が「Ａ」であっても、洪水に対する安全性が必ずしも高いとは限りません。）

状態 変状確認 機能支障

総合的な評価の点検結果評価区分

D 措置段階

・　堤防等河川管理施設の状態に支障が生じており、補修又は更新
　　等の対策が必要な状態
・　詳細点検（調査を含む）によって、機能に支障が生じていると判断
　　され、対策が必要なものも含む

あり なし

なし

あり なし

C
予防保全
段　　　階

・　堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていないが、進行性が
　　あり予防保全の観点から、対策を実施することが望ましい状態
・　詳細点検（調査を含む）によって、堤防等河川管理施設の機能低
　　下状態を再評価する必要がある状態

あり なし

B
要監視
段　階

・　堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていないが、進行する
　　可能性のある変状が確認され、経過を監視する必要がある状態
　　（軽微な補修を必要とする変状を含む）

区分

A 異常なし
・　堤防等河川管理施設の機能に支障が生じていない健全な状態
　　（施設の機能に支障が生じていない軽微な変状を含む）

なし

（
健
全
度
）

高

低
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護岸の深掘れ対策

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

護岸の保護対策

護岸に近い樹⽊が⼤きくなりすぎると、洪⽔時に樹⽊が流され、
護岸が破損したり、流れた樹⽊が下流に悪影響を与えることが
あるため、伐採を⾏いました。

対策前

量水標の清掃

流⽔により漂着したゴミを取り除きました。

After

〈尼崎市利倉2丁目地先〉 〈尼崎市田能地先〉

〈伊丹市東有岡4丁目地先〉

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。

堤防の斜面補修

⼈によって踏み荒らされ、堤防の機能が低下している堤防斜⾯を
補修しました。

〈尼崎市田能地先〉

AfterBefore

Before After

Before

AfterBefore 10



H28猪名川河川管理レポート

 川に樹⽊が繁茂していると、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を計画的に実施しています。

■ また、河川の巡視や点検に⽀障となる樹⽊についても伐採しています。
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Topics６．川に⽣える樹⽊を点検、除去しています

〈猪名川左岸 8.4k付近〉

木が茂ったり、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。

〈猪名川右岸 2.0k付近〉
樹木の伐採

AfterBefore AfterBefore



H28猪名川河川管理レポートTopics７．コスト縮減の取り組み
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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・公募伐採
など、コスト縮減に取り組んでいます。

地域と力を合わせて
樹木を伐採する初め
ての取組なんだね

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。

伐採した樹⽊(幹）を⼀般住⺠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。

堤防除草の刈りっ放し

草刈り前 草刈り後（刈草を集草なし）

伐採木の無償配布

伐採木（幹） 伐採木を取りに来られた方

伐採した樹⽊は処分していましたが、飼料や燃料として地域
で有効活⽤していただくこと、伐採に要する費⽤を縮減する
試みとして、樹⽊を伐採して採取する希望者を公募しました。

H28から樹木を伐採して採取
する希望者を公募しました！

■場 所 ： 伊丹市北伊丹地先（猪名川右岸）
伊丹市下河原地先（猪名川左岸）

■採取期間 ： 平成29年1月4日～平成29年1月31日
（全日とも9時00分から16時00分）

■希 望 者 ： 1名

希望者による搬出の
様子（下河原地先）



Topics８．住⺠の憩いの場として河川敷を利⽤ H28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）
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H28猪名川河川管理レポート
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Topics９．地域と⼒を合わせて河川を保全しています
猪名川河川レンジャーの活動を通じて、地域と行政をつなぐ様々な活動を行って

います。

開催概要
⽇時：平成28年 9⽉ 6⽇（⽕）13:30〜14:30
場所：池⽥市⽴ほそごう学園
協⼒：猪名川河川レンジャー事務局
参加⼈数：ほそごう学園５年⽣ ⽣徒約５０名

平成２８年度の出前講座では、「繰り返す災害の歴史に学
ぶ」をテーマに「防災」に関する出前講座を⾏いました。過去に起
こったさまざまな災害の事例を紹介し、もしも⾝の回りで災害が
起こったらどのようにするか。市町村が配布しているハザードマップ
や猪名川河川事務所のライブカメラの紹介をしながら、避難先
などについてご家族の⽅とも話し合うなど、⽇頃からの備えが必
要である旨の講座を⾏いました。

『猪名川に関係する様々な活
動をつないでいく』取り組みを促
進し、河川レンジャーの活動を
より活性化させていきます。

■ 現在、河川レンジャー１名、河川レンジャー協⼒員４名体制で取り組んでいます。

平成28年度実施した活動団体
“渓の桜を守る会”
“⾍⽣川周辺の⾃然を守る会”
“川⻄⾥⼭クラブ”

写真28点、絵画48点 合計76点の応募がありました。
伊丹市、川⻄市、池⽥市、猪名川町で作品展⽰を実施しました。

猪名川の魅⼒を表現した写真
や絵画を広く募集し、作品を展
⽰することにより、猪名川に感⼼
を持つ⼈の裾野を広げながら、多
くの⼈たちに猪名川の魅⼒につい
て発信していただく機会を提供し
ます。

数珠つなぎインタビュー

猪名川のい～な！写真・絵画作品展

出前講座



H28猪名川河川管理レポート

■猪名川河川事務所では地域住⺠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。
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Topics9．地域と⼒を合わせて河川を保全しています

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。

水の中には、い
ろんな虫がいた
ね！

⽔⽣⽣物調査のようす

猪名川クリーン作戦

開催概要 ⽇時：平成29年 2⽉ 4⽇（⼟） 9:30〜
場所：猪名川流域の２２箇所
主催団体：４９団体

ゴミ拾いを通じて、流域の住
⺠・企業・⾏政のネットワーク作
りを⽬指しながら、流域全体で
取り組む⼤切さを多くの⽅に知っ
て頂き、猪名川・藻川に多様な
⽣き物が棲める⾃然や清流を
取り戻す活動を⾏っています。

水生生物調査

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。



●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 H28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）
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猪名川河川事務所直轄管理区間

■ 猪名川河川事務所が管理する区間
河　川　名 上　　　流　　　端 下　　流　　端 延長

猪名川
左岸：大阪府池田市古江町６９番地先

右岸：兵庫県川西市滝山字上ノ宮９番地先
神崎川合流点 14.1km

藻　川 猪名川からの分派点 猪名川への合流点 4.8km

一庫・大路次川

(広野川を含む)

左岸：兵庫県川辺郡猪名川町民田字川向

　　　　３６２番の３地先の標柱

右岸：同町民田字平井３３５番地先の標柱

兵庫県川西市一庫字向

山２番の４地先

同市一庫字井の内９番の

１地先

6.3km

田尻川

(国崎川を含む)

左岸：兵庫県川西市国崎字笹ヶ谷５番の１

　　　　地先の標柱

右岸：大阪府豊能郡能勢町下田尻３９０番

　　　　地先の標柱

一庫・大路次川への合流

点
4.4km

ガウナイ川
大阪府豊能郡豊能町大字吉川９０５番地先

の堰堤下流端
田尻川への合流点 1.0km

保ノ谷川

左岸：大阪府豊能郡豊能町大字吉川６２１

　　　　番の１地先

右岸：同町大字吉川６２２番地先

田尻川への合流点 0.6km

黒川

左岸：兵庫県川西市黒川字美濃田３７３番

　　　　の１地先

右岸：同市黒川字塩ヶ崎４００番地先

田尻川への合流点 1.2km

余野川
箕面市上止々呂美地先の一ノ瀬頭首工下

流端

箕面市上止々呂美１７番

２地先の市道橋上流端
0.52km

北山川
箕面市下止々呂美３１７番２地先の上流端

を示す標柱
余野川への合流点 3.03km

いぜん谷川
箕面市下止々呂美６３番地先の上流端を

示す標柱
北山川への合流点 0.4km

藤木川
箕面市下止々呂美４０３番地先の上流端を

示す標柱
北山川への合流点 0.5km

いずま谷川
箕面市下止々呂美１５９番２地先の上流端

を示す標柱
北山川への合流点 0.76km

岩谷川
箕面市上止々呂美３番７地先の上流端を

示す標柱
北山川への合流点 0.47km

猪名川河川事務所のホームページ
http://www.kkr.mlit.go.jp/inagawa/


