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はじめに

近年、全国各地で毎年のように大規模な災害が発生してお
り、平成26年も台風11号、12号などによる徳島県那賀川のは
ん濫や岩国市の土砂災害、8月の豪雨による福知山市の浸水
被害、広島県の土砂災害など広範囲での水害が発生しました。

このように異常豪雨が頻発するなか、人々の生活や命を脅
かす洪水から身を守るため堤防の決壊や河川のはん濫等の
水害を防止又は軽減していくためには、河川の維持管理を適
切に行う必要があります。また、河川環境の保全、地域の活
力創出やうるおいある生活のための公共空間としての利用に
対する要請も高まっており、このような観点からも適切な維持
管理を行う必要があります。

一方、高度経済成長期に造られた多くの河川管理施設が、
今後更新時期を迎えることとなり、より効率的な施設の維持更
新が求められています。

このような背景を踏まえ、 熊野川では、平成24年4月に「熊
野川維持管理計画」を策定し、それに基づいた日々の河川管
理に取り組むとともに、これら日々の河川管理を評価し、より
効果的・効率的な河川管理に努めています。

今回、日々の河川管理の取り組みを平成２６年度「河川維持
管理レポート」としてとりまとめました。

熊野川河川管理レポート
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H.W.L. 5.8m

地盤高 3.5m

１.熊野川の概要

流域面積：2,360km2

幹線流路延長：183km

管理区間：12.7km

本川 熊野川 5.0km

支川 相野谷川 5.7km

支川 市田川 2.0km      

計画高水流量：19,000m3/s

直轄区間周辺の人口： 新宮市約3.1万人

紀宝町約1.2万人

熊野川は大峰山脈の雄峰であ
る山上ヶ岳・稲村ヶ岳・大普賢岳
の間に源を発して西流し、五條市
大塔町阪本で南流に転じ、新宮市
熊野川町宮井で大台ヶ原を源流
とする北山川と合流し、南流して
熊野灘に注ぐ一級河川である。熊
野川の流域は、奈良・和歌山・三
重の３県にまたがり、近畿地方の
河川の中では、淀川、九頭竜川に
次いで3番目の大きさである。

流域の自然的・社会的特性 地形・河川特性及び降水量

流域の年平均降水量は約2,800㎜
（全国平均約1,700mmの約1.6倍）で、
全国でも有数の多雨地域

流域図及び管理区域

熊野川河川管理レポート

地形・地質特性

河床勾配で下流部は1/1,000、これより上流が1/600～1/1000
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熊野川は洪水時の水位が高く、水位が高い状態が長時間におよぶ。
このため、洪水位より低い市街地を流れる市田川や相野谷川では、
内水被害が発生しやすい。
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２.熊野川維持管理計画の目標

熊野川河川管理レポート

河道流下断面の確保

河床の維持

河川環境の整備と保全、水質改善の取り組み 河川管理施設の機能維持

熊野川は出水による土砂流出が多いため、堆
砂状況等の把握に留意するとともに、土砂堆積に
より目標流量を下回ることのないよう維持管理を
行う。

河床の長期的な変動による低下または出水に
よる異常な洗掘によって、護岸や橋梁等の施設
の基礎が沈下するなどの支障が生じないよう維
持する。

熊野川の水環境の問題で特徴的な、出水時の
濁水の長期化軽減を維持・進展させることも重要
であり、熊野川水質汚濁防止連絡協議会を通じ
取り組んでいく。

水質事故時の対応として、熊野川水質汚濁防
止連絡協議会の連絡網を通じ、迅速な情報収集
と提供に努める。

洪水時に施設の機能不全による浸水被害の拡
大に結びつく、施設・設備の異常箇所を点検によ
り把握した場合は、速やかに対策を講じる。

護岸等の機能維持

洪水時に護岸の損壊による堤防の決壊が懸念
される変状を、平常時の河川巡視や構造物点検
により日常的に把握し、異常があれば速やかに
対策を講じる。

堤防の補修

堤防の状態を毎年出水期前には点検等を行い
把握し、洪水時に施設の損壊による堤防の決壊
や浸水被害の拡大が懸念される変状が確認さ
れた場合は、速やかに対策を講じる。

熊野川では、平成24年4月に熊野川維持管理計画を策定し、維持管理のための目標を設定しています。
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３. 河川情報の収集

熊野川河川管理レポート

平成26年度における基本データの収集状況

陸上昆虫類等調査(相野谷川)

河川空間利用実態調査（熊野川）

高水流量観測(相賀)

低水流量観測(相賀)

水位・流量観測所（下田）

水位観測所（あけぼの）

雨量観測所（小平瀬）

河川空間利用実態調査（市田川）

水位観測所位置図

種別 項目 箇所 頻度、実施方法等

水文等観測

水位観測 9 テレ・自記、傍受等

雨量観測 6 自記・テレ

高水流量観測 4 台風8号、11号、18号

低水流量観測 1 29回/年 水深及び流速測定

水質観測 4 12回/年 定期採水

河川測量 航空写真撮影 1 台風11号

河道の調査 河口閉塞の状態監視

河川環境の調査
河川水辺の国勢調査（陸上昆虫類等調査）

河川空間利用実態調査

雨量観測所位置図
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４.河川管理（河川巡視及び環境整備）

熊野川河川管理レポート

河川巡視は、河川管理施設等の状況、河川区域内の利用状況、不法行為の確認等に関する情報収集を目的に週２回（水上
巡視は月１回）の巡視を基本とし、管内の状況把握を行っています。

環境整備として、堤防機能維持、堤防点検等を目的として、堤防の除草を出水期前及び台風期前の年２回実施しています。
除草を実施することで、堤防のクラックや陥没などの損傷箇所の早期発見・修繕が可能となり堤防機能が維持されます。さらに、
外来種の駆除、河川管理用通路の保全に寄与します。

陸上巡視
水上巡視
除草範囲

巡視・点検 環境整備

▲不法投棄発見及び処理

▲河川巡視(陸上巡視)

▲河川巡視(水上巡視)

▲堤防の除草（H26.5）

▲堤防の除草（H26.5）

▲護岸部の除草（H26.5）
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実施の基本的な考え方 実施の場所、頻度、時期

漏水調査 漏水は破堤に直結する恐れがあるため、出水時の堤防及びその周辺の漏水情報
を把握するために実施する。

出水中点検及び出水直後点検に併せて
実施する。

堤防断面調査 出水による災害発生の防止のため、堤防の状態把握を実施する。 樋門改修工事等に伴う堤防開削時に、
必要に応じ実施する。

堤防モニタリング調査 計画高水位以下の水位時における堤防の浸透作用及び浸食作用に対する安全
性・信頼性を維持し、高めていくと同時に、堤防管理の充実強化を図るため目視点
検によるモニタリング調査を実施する。

平常時は、河川巡視を週２回実施する。
また、出水期前・台風期の年２回につい
ては、より詳細な点検を実施する。

護岸等（高水護岸、低水護岸、
根固め、護床工等）の点検

護岸等の状態把握と日常の河川の利用状況の把握として、日常的に巡視を実施
する。特に変状が確認された場合には、河川カルテ等に記録、反映するとともに、
対策を検討するために個別点検の実施を検討する。

堤防巡視にあわせて実施する。

洪水痕跡調査 高水流量観測と併せて洪水痕跡調査を行い、出水時の洪水位を把握するために
実施する。

はん濫注意水位を超えるような出水後
に実施する。

５.堤防の点検（出水期前点検）
熊野川河川管理レポート

その他堤防の点検は、点検の目的に応じて場所、頻度、時期を定め以下を実施します。

実施結果：護岸・堤防、樋門、排水機場に出水期までに緊急に補修が必要と
なる損傷は見つかりませんでした。

実 施 日 ：平成26年5月19日(月)，22日(木)，23日(金)

平成26年度 出水期前点検

出水期、台風期の出水に備え、堤体の損傷等の異常を迅速に把握するために、出水期前に堤防の点検を実施しています。

※小さな変状については記録に残し、経過観察を行っています。
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６.堤防の点検（緊急時点検）

熊野川河川管理レポート

実 施 日 平成26年8月13日(水)～8月15日(金)[台風１１号通過後）]

出水直後の堤体に損傷等の異常があるか迅速に把握するために、出水直後に巡視を実施しています。さらに、出水後の緊
急時点検において異常の有無を詳細に把握しています。

平成２６年度は、８月の台風１１号通過後に緊急時点検を実施し、堤体に異常がないことを確認しました。

平成26年度 緊急時点検状況
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鮒田水門

市田川排水機場

相野谷川排水機場

７.河川管理施設（排水機場、水門、樋門等）の点検

水門設備・排水設備点検 年点検計画

■右岸 No.3ガスタービン
ボアスコープによる内部点検

■左岸１号機 ディ―ゼル機関
管理運転

■左岸1号機 主ポンプ
管理運転・回転数測定

■No.2主ポンプ
グランドパッキン点検

■No.2除塵機
軸受点検

■No.1ポンプ機内

タービン内部点検（内視鏡確認）

■管理運転

市田川水門

■開閉装置点検 ■扉体点検（外観）

熊野川河川管理レポート

大里第４樋門

大里第３樋門

大里陸閘

大里第１樋管

大里第２樋門

高岡第２陸閘
高岡第２樋門
高岡第１陸閘
高岡第１樋門

相野谷川排水機場

竜光寺樋門

鮒田第２樋管

鮒田第３樋管

鮒田第４樋門

鮒田西陸閘

弁慶橋陸閘

鮒田第１樋門

鮒田水門

相筋第２樋門

相筋第３樋門

市田川浄化揚水機場
市田川浄化揚水樋門

船町第１陸閘

船町第２陸閘
（上流・下流）

船町第２樋管

船町第１樋管

市田川水門

市田川排水機場

王子第１樋門

市田川浄化揚水取水口ゲート

相筋第１樋門

王子第２樋門

施設位置図

排水設備点検（Ｈ26年度）

保守点検の種別
管理運転

有無

実施時期（月）
回数

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

年保守点検 有 ○ １

月保守点検 有 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ６

水門設備点検（Ｈ26年度）

保守点検の種別
管理運転
有無

実施時期（月）
回数

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３

年保守点検 有 ○ １

月保守点検 有 ○ ○○○○○○○○○○○○ ○ ○ ○ ○ ○ １８

出水時等に確実な稼働が求められる排水機場、水門・樋門等の信頼性確保並びに機能維持のため、年間を通
じて定期的に保守点検を行っています。

出水期までに年保守点検（詳細な点検）を完了させ、出水期に備えるとともに、設備の故障・不具合に備えた臨
時点検の体制確保や河川の増水が想定される場合の事前運転点検等を実施しています。
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熊野川河川管理レポート
８.河川施設の安全利用点検

河川は多くの人々に利用され、近年、水辺プラザなどの親水施設の利用やボート、カヌーなどのレクレーションとしての河川空
間利用が増加しています。河川利用は、利用者自らの責任において行われることが原則ですが、親水を目的として整備した施
設（護岸、坂路、散策路、手すり、天端道路等）については、河川利用の観点から、施設の状態把握を目的として安全利用点検
を実施しています。

平成２６年度は河川利用者に危険な箇所（親水護岸、階段、坂路等で利用者が怪我をする危険がある、可能性のあるものが
放置されている）がないか点検を実施しました。

点検状況

安全利用点検実施結果 実施日：平成26年6月26日(木)

三重県

和歌山県

相野谷川

熊野川

左岸0.0k～0.8k
矢渕 親水護岸

左岸1.8k～2.6k
成川 階段等

右岸2.2k～3.2k
船町
階段等・高水敷

右岸3.2k～3.6k
相筋 高水敷

右岸0.2k～1.2k
あけぼの 親水護岸

市田川
右岸0.0k～0.4k
あけぼの水辺プラザ附近

直轄管理区間

点検対象区域

点検結果と対応策

成川（紀宝町役場分庁舎付近）
堤防の開口部にある階段（使用不可能）への入口の進入防止ロープが外れてお

り、容易に人が立ち入れる状態であったため、鉄扉にて締切を行った。

対策前 対策後

相筋（相筋第１、２、３樋門）
樋門の入口に危険箇所であるための喚起する看板がないため、利用者に危険が及

ばないよう、看板の設置を行った。

対策前 対策後
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９. 堆積土砂の除去

熊野川河川管理レポート

相野谷川の堆積土砂の除去

三重県

和歌山県

相野谷川

熊野川

1.4kp付近河床整正状況 1.4kp付近河床整正完了状況

H26実施区間 （V=7,400m3）

1.4kp

1.8kp

平成２３年９月台風１２号等の洪水で相野谷川に堆積した土砂を平成２５年度より除去しています。平成２６年度は、相野谷川
１．４kp～１．８kpにおいて、堆積土砂の除去を行いました。

H25実施区間

2.0kp

4.9kp

横断図（１．４ｋ）

計画掘削高 ▽-1.040

堆積土砂の除去
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護岸等にある小さな損傷は放置しておくと次第に損傷が大きくなるため、各箇所ごとに経過観察を実施していま
す。さらに、損傷の大小や内容等により優先順位をつけ、順次補修を実施しています。

今年度は、熊野川右岸2.0kp（船町第２樋管）、相野谷川右岸5.6kpの護岸等において、補修を行いました。

１０. 護岸等の補修
熊野川河川管理レポート

相野谷川 護岸のクラック補修を実施

補修前 補修後

熊野川 護岸のはくり補修を実施

補修前 補修後

三重県

和歌山県

相野谷川

熊野川コンクリートによる
表面補修

モルタル注入
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熊野川河川管理レポート
１１.河川管理施設（排水機場、水門、樋門等）の維持修繕

■塗装状況

鮒田水門

熊野川管内には、国土交通省が内水を排除する目的で設置している排水機場が２施設あり、合計で７台のポンプを設置して
います。いずれも河口に近く感潮区間であることから、ポンプや扉体等の金属部分が腐食しやすい成分が混入する場合があり、
設備の経過年数や定期点検の結果に基づき、計画的に設備の整備を行っています。平成２６年度は、塗装の劣化した鮒田水
門において、より長期間の耐久性が期待できる塗装仕様に変更し、塗替を実施しました。

修繕前

修繕後
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データベース

１２.熊野川におけるサイクル型維持管理
熊野川河川管理レポート

【ＰＤＣＡサイクル】

Ｐ： 計画的な維持管理

維持・管理のための目標を設定

・維持管理計画の作成・見直し

Ｄ： 河川巡視・点検
常に状態が変化する河川の状態を測量、

点検等で常に適切に（時期、頻度、位置等）
監視する。

・河川巡視、堤防除草、施設点検
・流量観測、縦横断測量、安全利用点検、

不法工作物
・堤防等目視モニタリング 等

Ｃ： 河川の状態の評価

監視結果より、管理する河川の施
設状態を評価する。

地域への啓発等が必要な内容に
ついて地域情報を共有する。

Ａ： 維持修繕

監視、評価結果に基づき、河川管理施設
の改善を実施し、効率的かつ効果的な施設
の機能維持を図る。

・河道管理（河道内樹木伐採、河道掘削）
・堤防、護岸管理（堤防補修、護岸補修）
・施設管理（樋門、樋管等施設）
・河川清掃 等

維持管理計画

基本データ

状態の評価

実施の記録

熊野川の特性に応じた目標を設定し（Ｐ），河川巡視・点検（Ｄ）による状態把握（Ｃ），維持管理対策（Ａ）を長期間にわたり繰り
返す、ＰＤＣＡサイクルの体系を構築し、そのサイクルにて得られたものを河川の維持管理計画あるいは実施内容に反映し、効
率的及び効果的な河川管理の実効性を高めていきます。
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熊野川河川管理レポート
１３.河川清掃（河川愛護月間）

河川愛護月間（平成26年度実施事例）

台風８号の増水によりペットボトル、発泡スチロールなどのゴミが多く見られ、中には自転車などの大物も回収しました。

日 時：平成 ２６ 年 ７ 月 １３ 日（日）
８：００～９：００

清掃場所： 熊野川左岸
紀宝町矢渕地区堤防

参加人数： １７６名
ゴミの量： 約２５０ｋｇ
主 催： 紀宝町

国土交通省紀南河川国道事務所

清掃場所： 市田川全域
参加人数： ２２２名
ゴミの量： 約３５０ｋｇ
主 催：「河川を美しくする会」

国土交通省紀南河川国道事務所
上：市田川
下：熊野川

クリーンキャンペーン

国土交通省では、身近な自然空間である河川への国民の関心の高まりに応えるため、地域住民、市民団体と関係行政機関
等による流域全体の良好な河川環境の保全・再生への取り組みを積極的に推進するとともに、国民の河川愛護意識を醸成す
ることを目的として、７月を「河川愛護月間」と定めています。

平成２６年度は７月１３日（日）に市田川全域・熊野川左岸で、地域住民の方々と協力し、河川清掃を行いました。
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熊野川河川管理レポート
１４.災害対策車の稼働状況

災害発生に備え、排水ポンプ車や照明車などの災害対策用機械を保有しています。
直轄管理区間のみならず、地方公共団体からの要請に基づき、機械を派遣するなどの災害支援も行っています。
平成２６年度は８月の台風１１号の際に排水ポンプ車及び照明車を自治体へ派遣しています。

機 械 名 規 格 等 台数

排水ポンプ車
30m3/min級 ２台

60m3/min級 １台

照 明 車 2kW×6灯 ２台

衛星通信車 中型 １台

対策本部車 拡幅型 １台

自治体への派遣事例（平成26年度）

排水ポンプ車 照明車

対策本部車
平成２６年８月 台風１１号出水時（大里地区輪中堤）


