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H27淀川河川管理レポート

『淀川だより』では、淀川沿川のみなさまに、いまの淀川の状態を知ってもらい、淀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。

淀川だより（H27淀川河川管理レポート）とは・・・

○管理レポートもくじ○

１．水災害への備え
２．日常管理
３．Ｈ２７河道内樹木伐採状況
４．Ｈ２７河道内掘削状況（桂川）
５．洪水からまちを守る
６．きれいな美しい川へ
７．地元要望及び占用者への指導
８．コスト縮減の取組み



▲ 避難誘導訓練

淀川河川管理レポート

▲ 北川副⼤⾂による激励巡視

⽔害から住⺠の⽣命、財産を守るため、災害応急対策を
迅速かつ的確に実施できるように訓練しています。
防災関係機関との「有機的な連携」と「安定した⼒」の発揮、
⽔防技術の習熟と研鑽を図るとともに、住⺠の防災意識の
⾼揚と⽔防への理解と協⼒を深め、新たなる「⽔防への⼒を
育む」ことが演習の⽬的です。

１

▼ ⼟のう作り

開 催 ⽇ 時 :平成27年5⽉31⽇（⽇）9:00〜12:00
場 所：⼤阪府摂津市⼀津屋地先 淀川右岸河川敷
訓練参加者：１，３５０名
主 催：国⼟交通省、⼤阪府、⼤阪市

▲ 建設通信新聞

１．⽔災害への備え H27淀川河川管理レポート

「淀川⽔防・⼤阪府地域防災総合演習」を開催しました！



当⽇の天候は⾬でしたが、陸閘操作の本番の際は天候に関係なく操
作が必要であり、悪条件の中、本番さながらに訓練に取り組みました。
淀川本川では、洪⽔・⾼潮から⼤阪市街地を守るべく、国道４３号
伝法⼤橋、国道２号淀川⼤橋、阪神なんば線淀川橋梁の各橋梁で、
陸閘（防潮扉）を閉鎖しての操作訓練を⾏いました。
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●淀川防潮扉点検操作訓練
平成２７年７⽉４⽇（⼟）〜７⽉５⽇（⽇）
場所：伝法陸閘、淀川陸閘、阪神陸閘
訓練参加者：約６００名
関係機関：国、⼤阪府、⼤阪市等全２８機関

▲⽔防連絡会の開催状況

１．⽔災害への備え

▲淀川陸閘左岸（国道２号）の閉鎖時の状況

●淀川⽔防連絡会
平成２７年６⽉４⽇（⽊） 15:00〜17:00
場所：⼋幡市⽂化センター
出席機関：国、市、⽔防事務組合

淀川河川事務所管内における⽔害の防⽌または⽔害を軽減
するために、洪⽔予報・⽔防に関する連絡及び調整の円滑化
を図り、現在の淀川河川管理の動向を周知し、公共の安全に
寄与するために開催しています。

「淀川⽔防連絡会・淀川防潮扉点検操作訓練」を開催しました！

※ 陸閘（防潮扉）とは、道路上に設けている、堤防の役割を果たす開閉可能な⾨扉です。
りっこう ぼうちょうとびら



平成27年9⽉関東・東北豪⾬を受けて現在実施している「避難を促す緊急⾏動」の⼀環として、洪⽔に対しリスクが⾼い区間
（重要⽔防箇所のうち、⽔防上、最も重要な区間（重要度がＡランク））に該当する堤防の共同点検を淀川河川事務所
と沿川⾃治体職員はじめ⽔防事務組合、地域の⽅々(⽔防団等)と共同点検・情報共有を⾏いました。
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１．⽔災害への備え

対象河川：淀川⽔系桂川、淀川⽔系⽊津川
点検実施⽇時：

１．桂 川 平成２７年１２⽉１４⽇(⽉)
参加者／桂川･⼩畑川⽔防事務組合、

澱川右岸⽔防事務組合、
⽔防議員、⽔防団、消防、
京都市、淀川河川事務所

２．⽊津川 平成２７年１２⽉２２⽇(⽕)
参加者／⽊津川市、消防、淀川河川

事務所
点検箇所：重要⽔防箇所のうち、重要度Ａﾗﾝｸ

に該当する堤防

▲桂川左岸18.2k(堤防⾼Ａ)
京都市右京区 嵐⼭付近

▲桂川左岸3.2k(堤防⾼Ａ)
京都市伏⾒区 納所付近

今回の共同点検に参加いただいた市町村職員や⽔防事務組合、⽔防団等の⽅々か
ら、堤防⾼がどのくらい不⾜しているのか、その対策をどう考えているのかなど、様々なご質
問をいただきました。
過去の⽔害で、どこまで浸⽔したのか、洪⽔痕跡や実績⽔位、洪⽔時の写真等、重要
⽔防箇所や危険箇所に看板などを設置し、表⽰することで、住⺠の⽅々も共通の認識
を持つことができ、より⽔防意識を⾼めるのではないかとのご意⾒もいただきました。

▲⽊津川左岸31.9k(堤防⾼Ａ)
⽊津川市加茂町 ⼩⾕樋⾨付近

関東・東北豪⾬を受けて「避難を促す緊急⾏動」として、洪⽔時に対しリスクが
⾼い区間の「共同点検」を実施しました!
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４

⽊津川の樋⾨導⽔路や⽀川に溜まった⼟砂を取り除き、⽔がスムーズに流れるようにしました。

鳴⼦川

棚倉樋⾨
導⽔路

Before After

⽔災害に備えて導⽔路や堤外⽔路に溜まった⼟砂を撤去を⾏っています。
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１．⽔災害への備え

⽔⽣⽣物調査のようす

淀川の福島出張所管内及び⽑⾺出張所管内において、対空標識を設置しました。
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。

上空からの現状
把握・情報収集を
⾏い、地上班へ的
確な情報伝達を
⾏います。

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。
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河川巡視は、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。
平成27年度は、堤防や護岸等の変状が 92件ありました。

【 淀川に捨てられたゴミ 】

淀川では、不法投棄が多く、家庭ゴミからバイクまで様々なゴミが
河川敷に捨てられています。

６

２．⽇常管理

不法投棄が増えています！！

巡 視 項 ⽬ 巡視記録数
① 河川区域等における

違法⾏為の発⾒ 4,356件

② 河川施設の変状等の確認 2,431件

③ 河川利⽤に関する情報収集 2,519件

④ 河川環境に関する情報整理 586件

▲平成27年度の河川巡視結果の内訳

淀川では、河川状況を把握するためパトロールや河川巡視に取り組んでいます！

▲陸上巡視

▼⽔上巡視

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。

《 淀川集中管理センター 》
河川管理施設の常時監視

とともに緊急事には遠隔操作
を⾏い、施設の操作性・信頼
性を⾼め、⽔害に対する安全
性の向上を図っています。

▲24時間リアルタイムで気象や河川⽔位などの変化を監視

〜パトロールで堤防の変状等を診ています〜

陸上巡視は１週間で４⽇〜5⽇ ⽔上巡視は１週間で４⽇〜５⽇
休⽇は⽉に２⽇〜４⽇
※枚⽅より上流は⽉２回
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淀川は軟弱地盤地帯が多く、堤防天端の⻲裂、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、堤防や護岸の点検を出⽔期前と台⾵期の年２回実施するとともに、堤防や護岸の異状・変状等の有無を把握し、必要に
応じて対策を実施しています。
また、堤防を点検するために、除草を年２回（総延⻑197.8km）実施しています。
堤防や護岸のほかにも、出⽔期を迎えるにあたり、河川管理施設について点検を⾏い、対応が必要となるものについては改善等を⾏う
ことで災害時、適正な防災対応をできるようにしています。

※出⽔期：川が増⽔しやすい時期のこと。（6⽉中旬〜10⽉中旬くらい）

７

２．⽇常管理

▲淀川⼤堰操作の様⼦

淀川では、河川管理施設等の点検や必要な対策に取り組んでいます！
〜河川管理施設等の点検を⾏っています〜

◀護岸構造物点検の様⼦

平成２７年度の点検結果
・要監視段階８２箇所
・予防保全段階９箇所

樋⾨等管理施設
点検の様⼦ ▶
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２．⽇常管理

排⽔機場、⽔⾨・樋⾨、観測施設の維持を図っています。

八幡排水機場（木津川） CCTV点検

西島樋門（淀川） CCTV点検

鐘付樋門（木津川） 水位計点検

〜河川管理施設等の保守・点検を⾏っています〜

■管理施設の保守・点検について

洪⽔時に重要となる河川管理施設
や設備を確実に機能させるために、
定期的に施設の保守・点検を実施
しています。
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２．⽇常管理
〜河川管理施設等の保守・点検を⾏っています〜

一津屋樋門（淀川） 扉体ローラ給油 毛馬閘門（淀川） ゲートワイヤーロープ点検

毛馬閘門（淀川） 制水ゲート歯車点検毛馬閘門（淀川） ゲート清掃
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河道内に樹⽊が繁茂していたり、出⽔時に川
の⽔が流れにくくなります。
地域からも河道内樹⽊伐採について要望があ
り、淀川の⾃然環境の保全に配慮しながら、計
画的に樹⽊伐採を実施しています。

９

３．Ｈ27河道内樹⽊伐採状況

宇治川（右岸）
・45.6k〜46.4k
・46.6〜47.0k

木津川（左岸）
・17.9k～18.4k

河道内に繁茂している樹⽊等の伐採を毎年実施しています！

《伐⽊実施の場所》

▼伐採前

▼伐採後

流⽔能⼒の向上を図り、
未然に洪⽔による⽔害防⽌
に努めています。

淀川（左岸）
・35.0ｋ〜36.0k

宇治川（左岸）
・41.0k〜42.0ｋ

⽊津川（左岸）
・15.4ｋ

Ｈ２７実施

Ｈ２６実施

－凡例－

⽊津川（左岸）
・23.4ｋ

宇治川（右岸）
・37.4k

桂川（右岸）
・9.4k

桂川（左岸）
・9.6k

桂川（左岸）
・12.4k
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平成25年台⾵18号出⽔により堤防から越⽔し、京都市内に甚⼤な被害が発⽣したため、平成26年度より緊急治⽔対策特定区間と設
定されています。維持掘削としては、堆積⼟砂の撤去を上流側より実施しています。今年度は、桂川15.2k付近において、約１２千 ｍ3
の掘削を⾏いました。

４．Ｈ27河道内掘削状況（桂川）
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桂川（河道内）
・15.0k付近
《松尾橋下流》

河道内の堆積⼟砂への対策に取り組んでいます！

桂川平⾯図

施 ⼯ 中 施 ⼯ 後

桂川（河道内）
・18.0k付近
《嵐⼭地区》

桂川（河道内）
・13.0k付近
《⻄⼤橋下流》

桂川（河道内）
・1２.0k付近
《３号井堰》

Ｈ２６実施

Ｈ２７実施

－凡例－

Ｈ２８予定

Ｈ２９以降

桂川（河道内）
・９.0k付近
《祥久橋下流》



５．洪⽔からまちを守る H27淀川河川管理レポート

平成27年度は、台⾵11号をはじめ、淀川流域では計7回の出⽔がありました。
淀川では、⽔⾨や樋⾨、排⽔機場等の適切な操作を⾏い、浸⽔被害ゼロを達成し
ました。
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▼淀川の排⽔機場における稼働状況

▼淀川の樋⾨における稼働状況

排⽔機場ってなに？

施 設 名 稼働回数
⽑⾺排⽔機場 1回
久御⼭排⽔機場 1回
⼋幡排⽔機場 2回
⼤島排⽔機場 ８回

施 設 名 稼働回数
⼀津屋樋⾨ 2回
上津屋樋⾨ 3回
⽣れ⼝樋⾨ 2回
その他樋⾨ 17回

淀川では、排⽔施設の適切な操作を⾏い、浸⽔被害の低減に取り組んでいます！

台⾵１１号（７⽉）
桂川 渡⽉橋

排⽔機場とは、街の中（堤内地）にたまった⾬⽔（内⽔）
を排⽔ポンプによって、川に強制的に排除する施設です。淀川
管内では、８基の排⽔機場が整備されており、各地区の内⽔
被害軽減に努めています。
⼤島排⽔機場ではH24,25と内⽔被害が発⽣したことより、

特任操作を実施し、早めにポンプ稼働を実施している。
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淀川河川事務所では淀川河川敷のマナーある利⽤に向けて取り組ん
でいます。
公共の場所である河川敷をより楽しく、より安全に利⽤して頂くために、
9⽉〜10⽉にチラシを配布してマナーアップキャンペーンを⾏いました。

6．きれいな美しい川へ

■チラシを配布するなどして直接にお声をかけた⼈数
◯⼤阪府域 ： 約400⼈
◯京都府域 ： 約600⼈

◆◆◆ 配布したチラシの⼀例 ◆◆◆

マナーアップキャンペーンを実施しています！

〜河川を安全に取り組んでいただくために〜
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第９回桂川流域クリーン⼤作戦（清掃活動）の実施を⾏いました。（平成２８年２⽉２８⽇（⽇））
平成１９年度から桂川沿川の各団体・⾃治体などに「みんなでゴミのないきれいな川へ」と呼びかけ始まった清掃活動も９回
⽬を向かえ、たくさんの参加者のご協⼒を得ることになりました。

河川公園 ⼤⼭崎地区《桂川右岸 10.0k》
淀川の⼤阪府島本町から京都府南丹市の 24箇所に

おいて、約235団体、約2,900名が集まりました。

淀川⽔系では地域住⺠との協⼒を得て、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維持管理
を推進しています。

京都市右京区 松尾橋上流《桂川左岸 16.0k》

《参加者の声》
・この活動がもっと広がっていけばよい。
・活動によって少しゴミの量が減っていたと思う。
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淀川左岸距離標9.6k付近（⼤阪市北区⻑柄中３）の階段において、地元からの要望により⼿すりを設置しました。

14

7．地元要望及び占⽤者への指導

Before After

道路管理者が占⽤する橋梁の管理範囲内に⽴⽊があり、警報局電線に⽀障が⽣じていたので、占⽤者へ⽴⽊の伐採を指
⽰し伐⽊を⾏いました。

宇治川
⼤橋

Before After
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８．コスト縮減の取組み

コスト縮減：野焼き

堤防除草で発⽣する刈草を野焼きすることで処分費コストを縮減しています。

〜河川維持管理とコスト縮減へのとりくむ〜

淀川及び桂川、宇治川、⽊津川下流では、堤防除草で発⽣する刈草を処分場に搬出して処分するのではなく、可能である
箇所においては、現地で野焼きしています。これにより処分費⽤を削減しコスト縮減をおこなってます。

▲刈草を現地で野焼き

従来：処分場にて処分

▲野焼き後の消化

▲刈草を処分場へ運搬

▲刈草を処分場で処分

処分費⽤の削減

刈草の焼却は、焼却を実施している箇所の地元の皆様のご理解により実現しています
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連絡先
■所在地・連絡先
●国⼟交通省 近畿地⽅整備局 淀川河川事務所
〒573-1191 枚⽅市新町2-2-10
TEL. 072-843-2861（代）

●福島出張所
〒553-0001 ⼤阪市福島区海⽼江8-3-15
TEL. 06-6458-2102

●⽑⾺出張所
〒531-0063 ⼤阪市北区⻑柄東3-3-25
TEL. 06-6351-2580

●枚⽅出張所
〒573-0056 枚⽅市桜町3-32
TEL. 072-841-5362

●⾼槻出張所
〒569-0034 ⾼槻市⼤塚町4-28-1
TEL. 072-675-0822

●⼭崎出張所
〒569-0003 ⾼槻市上牧町4-55-1
TEL. 072-669-1916

●伏⾒出張所
〒612-8225 京都市伏⾒区葭島⾦井⼾町官有地
TEL. 075-611-2281

●⽊津川出張所
〒610-0331 京⽥辺市⽥辺針ヶ池23
TEL. 0774-62-0075

●桂川出張所
〒615-8021 京都市⻄京区桂浅原町174
TEL. 075-381-4667

■淀川河川事務所が管理する区間

⼤阪府 京都府
左岸
右岸
左岸
右岸
左岸
右岸
左岸
右岸
左岸
右岸
左岸
右岸
左岸
右岸
左岸
右岸

河川名

淀　川
上流端

下流端
35.40

三川の合流点（⼤阪府島本町と京都府⼤⼭崎町が府県境
界）

（河⼝）

天ヶ瀬ダム下流端

三川の合流点

延⻑（km）
区　　　　　　　　間

1.60

宇治川
上流端

16.10
下流端

⽊津川
上流端 京都府相楽郡笠置町⼤字笠置⼩字⼩浜の府道笠置橋側

道橋から下流（⽊津川上流河川事務所との管理分界） 37.20
下流端 淀川への合流点

桂川
上流端 京都市右京区嵐⼭元禄町国有林三⼗⼋班ル⼩班地先

18.60
下流端 淀川への合流点
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