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私たちの大切な熊野川
～Report of KUMANO river 2015～

H27熊野川河川管理レポート熊野川をまもるこの一年の取り組み

私が紹介
するわ！！

御船祭り新宮花火大会



河川を健全に保つ

その他

地域と力を合わせる

河川の状態を把握する

洪水からまちを守る

H27熊野川河川管理レポート

このレポートでは、悠久の歴史を語る熊野川のいまの状態を知ってもらい、紀南河川国道事務所が取り
組んでいる仕事の内容を、わかりやすくお伝えしていきます。
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topics1．紀伊半島大水害

これまで経験したことのない大洪水は余りにも多くの爪痕を刻みました。
今も復旧に向けた取組を実施しています。

熊野川・相野谷川では、平成23年台風12号により計画規模を上回る大洪水に
襲われました。（紀伊半島大水害）
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大里地区輪中堤 被災状況高岡地区輪中堤 被災状況

旧熊川大橋 越水状況高岡地区輪中堤 越水状況
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今でも忘れられない
大変な出来事だったわ

旧熊野川大橋 越水状況

提供：紀宝町

熊野川

熊野川
相野谷川



topics2．洪水からまちを守る

平成27年度は、熊野川において何度も洪水がありました。その中でも、台風11号（7月15日～17
日）は大きな洪水となりましたが、水門や樋門、排水機場が稼働して浸水被害を軽減しました。

水門や排水機場の操作が浸水被害の軽減に効果を発揮しました。
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操作に携わる人
に感謝の気持ち
で一杯です

▼【台風11号】熊野川の排水機場・水門・樋門における操作実績（出動~解除）
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▲台風11号（平成27年7月）時の相野谷川排水機場の稼働状況



平成27年台風11号での大規模な洪水で、高岡地区輪中堤では堤防天端まであと約80cmに迫る水位を観測しました。
熊野川の河道掘削および相野谷川輪中堤の樋門・陸閘の適切な管理や確実な操作により、家屋浸水を回避することができました。

topics2．洪水からまちを守る
相野谷川輪中堤や陸閘などの河川管理施設を適切に管理・操作することにより
家屋浸水を回避することができました。
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私たちを
守ってくれ
ました！
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相野谷川
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高岡第２陸閘



紀宝町、新宮市の要請に基づき排水ポンプ車が活躍し、浸水被害の軽減を図りました。
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topics3．もしもの時に備えて
紀南河川国道事務所は排水ポンプ車をはじめ災害対策用車両を保有しています。

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
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▲台風11号（平成27年7月）の排水ポンプ車の活動状況（紀宝町）

ポンプ車って
たくましくって
頼れるわ

▲台風11号（平成27年7月）の排水ポンプ車の活動状況（新宮市）



台風の上陸が予測される数日前から災害に備えた防災対策をだれが、いつ、何をするのか事前に
行動計画を定めておくのがタイムラインです。
紀宝町のタイムライン実行時には、防災情報等の提供による支援、関係機関との連携を図って
います。

台風等の災害に備えるために紀宝町とタイムライン協定を締結し、紀宝町の
タイムラインに支援しています。

防災情報の提供

▼水位予測

▲類似台風の選定

紀南河川国道事務所では、タイムライン支援のため、成
川・高岡水位観測所での水位予測や類似台風の選定を
行い、関係機関に情報共有しています。

topics3．もしもの時に備えて

協定締結式

5テレビ会議

平成27年2月21日に「紀宝町に
おける台風等風水害に備えた事前
防災行動計画（タイムライン）の連
携に関する協定」を紀宝町、近畿
地方整備局紀南河川国道事務所、
中部地方整備局紀勢国道事務所、
津地方気象台で締結しました。
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台風が来る前
に私も準備
しないと
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関東東北豪雨災害を踏まえて防災・減災に対する取組を検証しました。

topics3．もしもの時に備えて

H27熊野川河川管理レポート

平成２７年9月に鬼怒川の堤防が決壊し、甚大な被害が発生したことを受けて、平成27年11月25日に熊野川座談会
を開催し、洪水時の情報提供や避難判断等について意見交換しました。

▲H27.11.26 熊野新聞

内 容

１．平成27年9月関東・東北豪雨に関する情報提供（紀南河川）
○平成27年9月関東･東北豪雨に係る被害及び復旧状況等について
○熊野川・成川観測所、相野谷川・高岡観測所の基準水位について
○市町村向けのリアルタイム水位・雨量等の防災担当部局への提供
について
○河川事務所長からのホットラインの情報提供について
○浸水想定区域図とハザードマップの活用について

２．最近の気象情報について
○近年の気象傾向と熊野川流域の気象特色について（仮称）

３．避難勧告・避難指示について
○災害時にトップがなすべきことは

４．その他
○紀宝町タイムライン

災害について
学ぶことが
大切ね



河川巡視日誌（平成28年1月28日）

河川管理施設の状態や河川の状況等を把握し、速やかに情報共有しています。
熊野川は堤防上から見にくいところがあることから水上巡視も行っています。

topics4．絶えず見守っています
適正な河川管理を行うことを目的に、堤防や護岸の変状の早期発見、河川の利用
状況やゴミの不法投棄などを把握するため、河川巡視を行っています。

▲河川巡視(陸上、水上) 実施状況 H27熊野川河川管理レポート
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三反帆で参詣
したとき手を
振ったのよ～

熊野川左岸2.0k+80m
根固めブロックが、崩れていることを確認。継続監視。



堤防の点検は、出水期、台風期の洪水に備えて事前に実施しています。
大きな洪水直後にも河川巡視や点検により速やかに状態を確認しています。

topics5．早期発見に努めています
堤防や護岸、樋門などは洪水に耐えた分絶えず変状が現れます。早期発見し
必要な補修を行うことが重要です。

平成27年11月4日～6日、26～27日

平成27年9月29日

H27熊野川河川管理レポート

こんな所まで
見ているんだ！
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平成27年6月23日～25日

平成27年7月22日～25日



CCTVカメラの点検状況洪水時において確実に機能するように、定期的に保守点検作
業を行っています。
出水が予測される前には事前に運転点検等を実施しています。

topics6．保守点検を行っています

排水機場、水門・樋門、観測施設の機能の維持を図っています。

下田水位観測所 水位計の試験状況

市田川排水機場
ポンプ運転時の点検状況

鮒田水門
ワイヤーロープの点検状況 9
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沢山のプロフェッ
ショナルに支えら
れているのね



堤防点検等により損傷箇所を発見した際は、さらに状態が悪くならないよう、早急に対策を行っています。

topics7．補修や対策を行っています

変状等を確認した時は、早急に対策を行っています。

樋門内に土砂が堆積するとゲートが確実に操作できないため、土砂流入対策を行いました。
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After

護岸の補修

構造物周辺に陥没が確認されたため、応急処置を行いました。

対策前 対策後

堤防法面の補修

構造物周辺に洗掘が確認されたため、応急処置を行いました。

対策前 対策後Before After Before After

相野谷川左岸0.0kp 相野谷川右岸4.5kp

土砂流入防止対策 相筋第１樋門

鉄板の上には
乗らないでね

Before

熊野川

土砂堆積状況
（H23台風12号出水直後）



楽しいひとときを過ごして頂くために河川管理施設の安全利用点検を行い、必要な補修を行っています。
川には流れの早い箇所や水深が深い箇所など、危険が潜んでいますので注意して下さい。

topics8．河川で楽しんでいただくために

遊歩道の石畳などを補修し安全確保を図っています。
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川で遊ぶときは
自分で安全を
確保しなきゃ！

タイルが剥離していたため、段差を
補修しました。

Before After

船町地区堤防天端(熊野川右岸2.1kp付近)
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阿須賀地区遊歩道

Before After

タイルの剥離が懸念されたため、
補修しました。



topics9．自然豊かなかわとともに

地域の皆さんと連携して河川清掃に取り組んでいます。
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「河川を美しくする会」、「新宮市」、「紀宝町」等と協働して、地域の皆
さんの協力を得て毎年７月の河川愛護月間に河川敷の清掃活動を
行っています。

平成27年度は250名余りの参加を頂き530kgのゴミを回収できました。

▲河川清掃の様子

市田川

熊野川

H27熊野川河川管理レポート

ゴミのポイ捨て
は絶対にダメ
です！

熊野川

市田川

熊野川

熊野川



topics9．自然豊かなかわとともに

学生の皆さんと相野谷川で水生生物調査を行っています。

近畿大学新宮中・高等学校サイエンスクラブの皆さんの協力を得て、相野谷川で水生生物調査を行いました。

今年の調査では、紀伊半島大水害で減少した水生生物が着実に戻って来ていることが分かりました。
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相野谷川には水のきれ
いなところが好きな生物
が多くすんでるのね

相野谷川（大里地区）
カワゲラ ヘビトンボ



topics9．自然豊かなかわとともに
河川愛護モニターの皆さんと水生生物調査を行いました。
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子どもの頃は、丹鶴城
のたまりにウナギをよく
釣りに来たものだよ。今
は、フナが減ったように
感じるなあ・・・・

相野谷川では、ブラックバス
が増えて他の魚が減ってし
まった。昔はサクラマスもいた
し、ウナギも捕れたものだ。

子ども達が気軽に参加
出来る機会を作って貰
えば、生き物に興味を
持ってくれ、川に興味を
抱いてくれると思うよ。

懐かしい思い出
が聞けたわ

平成27年度河川愛護モニターの皆さんと、熊野川で水生生物調査を行いました。

河川愛護モニターとは、日常生活の中で確認した河川に関する情報を提供していただいている方々です。

熊野川



「熊野川の総合的な治水対策協議会」において、濁水長期化軽減対策を検討し、目標達成に向けて各機関が取り組んでいます。

濁水の発生は多くの要因が影響することから、全ての対策が終了するまでモニタリングを行っていきます。

topics10．濁水のモニタリング
熊野川・北山川主要地点の毎正時濁度データを公開しています。

「熊野川の総合的な治水対策協議会」において、濁水長期化軽減対策を検討し、
目標達成に向けて対策を進めているところです。

濁水の発生は、毎年の出水状況と河川や流域の多くの要因が影響するため、全
ての対策が終了するまではモニタリングを行っていきます。
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▲『熊野川・北山川の合流地点』の画像（10分更新）をHPで配信しています。 ▲各観測地点の濁度データをHPで公開しています。

～毎正時の濁度データの公開を開始しました！～

H27熊野川河川管理レポート

毎日チェック
しています

http://www.kkr.mlit.go.jp/kinan/river/kumanoinfo/dakudo.html



topics11．コスト縮減

堤防の変状を点検したり、害虫を駆除するために堤防の除草は欠かせませんが、除草にかかるコストは少なくありません。

相野谷川では地元の皆さんのご理解を得て、刈草の現地焼却をおこないコスト縮減を図っています。

堤防の刈草を野焼きするなど、積極的なコスト縮減に取り組んでいます。

H27熊野川河川管理レポート

「野焼き」が
風物詩になる
といいわね
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おわりに

河川の維持管理に終わりはありません。これからも住民が楽しく・安全に過ごすことのできる河川
のために、日々様々な仕事に取り組んでいきます。

H27熊野川河川管理レポート
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三重県
紀宝町

和歌山県
新宮市

直轄管理区間

〒646-0003 和歌山県田辺市中万呂142
TEL.0739-22-4564（代）
ホームページ：http://www.kkr.mlit.go.jp/kinan

■紀南河川国道事務所 ■新宮川出張所

〒647-0051 和歌山県新宮市磐盾1-8
TEL.0735-22-8433

熊野川

新宮川水系（流域）

北山川

所在地・連絡先

国土交通省 近畿地方整備局


