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令和２年度
菊川水系 河川管理レポート



近の河川災害としては、令和元年10月に台風１９号の影響で、静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方を中心に広い
範囲で記録的な大雨となり、千曲川の堤防が決壊して住宅地に洪水が流れ込み、住宅や田畑が流失し、住民の命が危険にさ
らされたたことは記憶に新しく、菊川水系においても牛淵川右岸11.5k付近で越水による氾濫が発生したことから、改めて
自然の猛威の恐ろしさを感じるところです。

このように、異常豪雨による水害が発生する状況にあっては、引き続き治水安全度を向上させる堤防整備を進めることと
合わせて、既存施設を適切に維持管理することにより、持続的な安全確保を行うことが、ますます重要となっています。

菊川水系では、大雨による出水の影響や、河道内の植物の生長による影響により、河道形状や治水安全度が絶えず変化し
続けています。

また菊川の堤防のほとんどは軟弱地盤の上に作られており、沈下に対して注意が必要です。さらに高度経済成長期に多く
の河川管理施設や許可工作物の整備が進められたことにより、設置後50年以上も経過した構造物が増えており、既存施設の
老朽化が懸念されるため、限られた財政事情の中で、環境に配慮しつつ、もっとも効果的、効率的になるように維持管理を
行う必要があります。

浜松河川国道事務所では、その様な状況を踏まえ、災害の発生の防止又は被害の軽減、河川の適正な利用、流水の正常な
機能の維持、河川環境の保全等の目的に応じた管理、平常時や洪水時の河川の状態に応じた管理を効果的かつ効率的に行う
ため、平成18年2月に作成した「菊川水系河川整備基本方針」及び平成30年9月に作成した「維持管理計画〈菊川水系〉」、
平成29年2月に作成した「菊川水系河川整備計画」、などに沿って業務を遂行しています。

「令和2年度 菊川水系河川管理レポート」は、上記について浜松河川国道事務所が令和２年度に行った維持管理に関す
る業務に関して、とりまとめたものです。

なお、上記の「菊川水系河川整備基本方針」、「菊川水系河川整備計画」、「河川維持管理計画」については、当事務所
のホームページからダウンロードしてお読みいただけます。
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菊川は、静岡県中西部の太平洋側に位置しその源を掛川市粟ヶ岳（標高532m）に発し、東の牧ノ原台地、西の小笠山丘陵に挟まれた低
平地を蛇行しながら、南に流下し、下小笠川や牛淵川等の多くの支川を合わせ、遠州灘に注ぐ幹川流路延長28km、流域面積158km2の一
級河川です。

菊川は、丘陵地に流下する上流部、三角州的性格をもつ中・下流部、広い静隠水域と小規模な干潟がある河口部に区分されます。
その流域は、菊川市、掛川市、島田市及び御前崎市の4市にまたがり、流域市町村の人口は約７万人です。（H29 事業評価監視委員会資
料より）流域の土地利用は、山林等が約32％、水田や畑地等が約48％、宅地等の市街地が約17％、水面（池、河川）が約２％となって
います。

河口から上流を望む菊川流域図

遠州灘

菊

川

掛川市

掛川市

菊川市
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１．菊川水系の概要



菊川の河口部の地形は、C－C’断面のとおり、海岸砂丘が形成さ
れ、堤内地盤（住宅地側）が高く、堀り込み河道となっています。
中下流部は、A－A’断面、B－B’断面のとおり、低平地が広がり、
お盆のような地形となっています。

また菊川の縦断勾配は、a－a’断面のとおり河口から10km付近で
は1/490、4km付近では1/3,920となっています。

菊川流域図
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１-１. 菊川流域の地形

１．菊川水系の概要



菊川流域の年平均降水は、平成16年から
平成22年度の平均によると右図のとおりで
す。

中山間部で約2,100ｍｍ、平野部で
1,800～1,900ｍｍとなっています。

また、5月～１０月の雨季の月別降水量
は200mm程度となります。
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１-２. 菊川流域の気象

１．菊川水系の概要



菊川流域の市街化率（土地利用分類図の赤色）は、昭和51年の約９％に対し、平成21年には約１７％に増大し、山林
が減少しています。
水田や茶畑等の農地は、流域の約４８％で利用されています。
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１-３. 菊川流域の土地利用

１．菊川水系の概要
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菊川水系に関する洪水の観測史上第1位は昭和57年9月12日洪水、第2位は平成10年9月24日洪水となっています。
昭和57年9月12日洪水では、菊川本川上流域の菊川市和田、吉沢、富田（現菊川市潮海寺地先）で堤防決壊が4箇所、

橋の流失2箇所、護岸崩落、支川牛淵川の菊川町神尾地先（現菊川市）で法面崩落が発生しました。

１-４. 主な洪水被害

１．菊川水系の概要



河川維持管理目標は、時間の経過や洪水・地震時の外力、人為的な作用等によって本来河川に求められる治水・利水・
環境の機能が低下した場合、これを的確に把握して必要な対策を行うために河川維持管理目標を設定しています。

また、河川の特性や地域の状況、出水特性等に応じて、出水、水質事故、地震時等の対応に必要な施設・機器の準備や
対応等を検討します。

以上を踏まえ、菊川では、以下のとおり河川維持管理目標を設定しています。

◆河道流下断面の確保（埋没土砂の撤去） ◆施設の機能維持

◆河川区域等の適正な利用 ◆河川環境の整備と保全

これまでの河川改修
により確保された現況
の流下断面を維持す
ることを目標として管
理する。

時期に応じた点検
による状態把握を
行いながら、維持
すべき施設の機能
を適切に確保する
ことを目標として維
持管理する。

河川区域等が、治水、利
水、環境の目的と合致し
て適正に利用されるように
河川敷地の不法占用や不
法行為等に対応していくこ
とを目標として維持管理す
る。

これまでの流域の人々と菊川
の関わりや、治水事業・利水事
業の経緯を踏まえ、多様な動
植物が生息・育成する豊かな
自然環境を次世代に引き継ぐ
事を目標として維持管理する。

写真は下小笠川捷水路の
コンクリートを土砂で覆い、植
物の生えた堤防です。
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２-１. 河川維持管理目標

２．菊川水系 維持管理の概要



河川の維持管理は、「河川維持管理計画〈菊川〉」に基づき、堤防除草や河川巡視、河川管理施設点検等により河川の
状態把握を行い、これらを踏まえて、施設の補修・更新等の必要な維持管理対策を実施しています。

◆状態把握実施状況 ◆維持管理対策の実施状況

設備損傷箇所の調査

河川巡視

河川管理施設の状態把握

堤防除草
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維持工事（堆積土掘削）護岸補修（１）

護岸補修（２）

２-２. 河川維持管理の主な内容

２．菊川水系 維持管理の概要



河川の状態把握における基本データの収集として、雨量・水位・流量等の水文等観測、平面・縦横断等の測量、河川環
境調査及び観測施設等の点検を実施します。また、水文等観測におけるリアルタイムデータは適切な河川管理の基礎デー
タとして活用します。

水文・水理等観測
水文・水理観測、水質調査等は、河川砂防技術基準調査編、水文観測業務規程、水質調査実施要領等に基づき実施します。

種別 実施項目 実施地点 頻度 実施方法 備考

雨量観測
５地点

1時間毎
（出水時10分）

テレメータ
金谷、河城、丹野、

平田、入山瀬

水文等観測 水位観測

８地点
1時間毎

（出水時10分）
テレメータ
自記紙等

河口、国安、嶺田、
加茂、潮海寺、堂山、

横地、川久保

高水流量観測
５地点 出水時 現地測定

国安、加茂、堂山、
横地、川久保

水質観測
５地点 １２回／年 現地採水

うち、国安のみ
２４回／年

２地点 １回／年 底質採取

測量 平面測量 － １０年に１回 現地測量

縦横断測量 － ５年に１回 現地測量

河道状態
把握調査

河床材料調査 管理区間 ５年に１回 現地測量

河道内樹木調査
管理区間 年１回程度

レーザ航測
空中写真等
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３-１. 水文・水理等観測（基本データの収集）

３．河川の状態把握



河川環境調査・観測施設の点検
河川環境調査及び観測施設等の点検は、下記項目を実施します。

種別 実施項目 実施地点 頻度 実施方法 備考

河川環境調査 魚類調査 － ５年に１回 現地調査

底生動物調査 － ５年に１回 現地調査

植物調査 － １０年に１回 現地調査

鳥類調査 管理区間 １０年に１回 現地調査

両生類・爬虫類・哺乳類調査 － １０年に１回 現地調査 令和２年度調査

陸上昆虫類等調査 － １０年に１回 現地調査

河川環境基図作成 － ５年に１回
現地調査
図面作成

河川空間利用実態調査 － ５年に１回 現地調査

観測施設
等の点検

雨量観測
５地点

８地点

点検 月に１回 自記観測
金谷、河城、丹野、

平田、入山瀬

水位観測 点検 月に１回 自記観測
河口、国安、嶺田、加茂、

潮海寺、堂山、横地、
川久保
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３-２. 河川環境調査（基本データの収集）

３．河川の状態把握



管内に設置したＣＣＴＶカメラ（２６箇所）を活用して、管
理をしています。

出水時や、夜間等の巡視でわかりにくい時の状態把握、不法
投棄対策などに活用しています。

カメラ画像は、浜松河川国道事務所ホームページにてご覧い
ただけます。画像は10分毎に更新されます。

①浜松河川国道事務所ホームページ https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/

②広域画面

③画面選択 ④カメラ画像
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３-３. ＣＣＴＶによる管理

３．河川の状態把握



発達した前線の影響により、静岡県西部では27日夜から雨が降り始め、菊川流域では局所的に大雨となりました。
降水量は、河城観測所で総雨量137mm（時間 大63mm/h）、入山瀬観測所で総雨量14mm（時間 大9mm/h）、丹野観測所
で総雨量12mm（時間 大で9mm/h）であり、菊川本川上流域に集中した降雨でした。

菊川水系では、下表の菊川の加茂観測所で氾濫危険水位を超過し、嶺田観測所で氾濫注意水位を超過しました。
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ピーク水位：3.51

計画高水位 5.94m

水防団待機水位 1.50m

氾濫注意水位 2.50m

氾濫危険水位 3.50m

避難判断水位 3.20m

ピーク水位：4.44

水防団待機水位 2.00m

氾濫注意水位 4.30m

計画高水位 5.79m

加茂地点水位状況

嶺田地点水位状況

３-４. 令和２年度の出水状況（7月27日～28日梅雨前線）

３．河川の状態把握



○堤防点検、あるいは河川の状態把握のため、堤防の規模・状況等に応じた除草を行ってます。
・洪水による災害の発生の防止のための状態把握
・洪水後に変状を把握して次の洪水に備えるための堤防の状態把握
・堤防の強度維持
・枯草火災や不法投棄などの防止

○取り組み状況
令和２年度の堤防除草時期としては、台風期前と秋から冬（出水

期前）の２回実施しました。

実施項目 実施箇所 実施時期 面積

除 草

管 理 区 間

台 風 期 前
878

千m2

秋 か ら 冬
( 出 水 期 前 )

550
千m2

刈 草 無 料 配 布

台 風 期 前
139

千m2

秋 か ら 冬
( 出 水 期 前 )

144
千m2

ハンドガイド式草刈り車による作業

肩掛式草刈機による作業
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３-５. 堤防点検のための環境整備（堤防除草）

３．河川の状態把握



○集草と梱包、運搬、処理
刈り取った草は乾燥させて集草した後、梱包機械で圧縮し、処分費

用を節約するため、農地等への堆肥などとして希望する方に無料配布
しています。

刈草の希望者募集は、浜松河川国道事務所ホームページやポスター
掲示等を行っています。（下記ポスター参照）

また、刈草の刈取時期を浜松河川国道事務所ホームページに掲載し
てお知らせすることにより、刈草を希望する農家の希望に沿った状態
の草であるか、よりわかりやすくなるように工夫し、より多くの草が
堆肥として有効活用できるように努めています。

なお、農地に運搬できなかった刈草で人家の少ない箇所で類焼の心
配がないところは現場焼却し、その他は処理場に運搬して処理してい
ます。

刈草の積込・運搬

19

刈草の梱包作業

処分場に運搬刈草の無償配布ポスター

浜松河川国道事務所ホームページで
公表している

除草時期のお知らせ＜例)菊川水系＞

３-５. 堤防点検のための環境整備（堤防除草）

３．河川の状態把握



河川巡視は、以下の項目に関する情報収集を目的として、概括的に行っています。
①堤防や樋管などの河川管理施設や橋梁、道路などの許可工作物の状況把握
②河川区域における違法・違反行為の発見
③河川空間の利用状況に関する情報収集
④河川の自然環境に関する情報収集

河川巡視で得られた情報を基に適切な措置を講じます。
また河川巡視は違法行為の抑制や沿川住民との情報交換機能も果たしています。

出水後の護岸の確認 樋管等の巡視

河川利用情報収集や水難事故の呼びかけ 河川区域における違法・違反行為の発見・抑制

20

３-６. 河川巡視

３．河川の状態把握
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河川巡視の種類には、以下の種類があります。

○一般巡視・・・・・・・・・定期的に巡視区間内を車両により巡視を行う。
（パトロール車両を用いて車中から実施することを基本とする。）

○目的別巡視（車両）・・・・堤防や護岸、樋門樋管や不法行為など対象を特定し、巡視する。
（パトロール車両を用いて車中から実施することを基本とする。）

○目的別巡視（徒歩）・・・・堤防や護岸、樋門樋管や不法行為など対象を特定し、詳細に巡視する。
（徒歩により現地の施設や対象物を巡視することを基本とする。）

○出水時巡視・・・・・・・・降雨時において、菊川水系の水位が「水防団待機水位」を超え、さらに上昇し「はん濫
注意水位」に達する恐れがある場合に、巡視を開始する。

令和２年度 河川巡視実施状況

巡視の種類 巡視の方法 平田出張所管内

一般巡視 車両 １０４日

目的別巡視

車両 ５２日

徒歩 ２８日

出水時巡視 車両 ３日

＊単位の日とは、１日で管内を１周する場合です。

＊令和２年度は、６，７月の梅雨前線による出水の際に、出水時巡視を行いました。

３-６. 河川巡視

３．河川の状態把握



○ 点検とは、点検対象となる河道や一つ一つの河川管理施設の治水上の機能について、異常及び変化等を発見・観
察・計測等することを目的として行うものです。

○点検の状況
令和２年度は、出水期前点検と安全利用点検を、各1回ずつ実施しました。
（点検総数：約３４０箇所）

• 出水期前点検は、徒歩による目視または計測機器等を使用し、堤防、護岸、床止め等の変状の把握、樋門、水門、
堰等の損傷やゲートの開閉状況の把握等、具体的な点検を実施します。

河道、堤防、護岸、施設はそれぞれ別々に点検し状態を把握するだけでなく、河川全体としてそれらの状態を把握
することにより、対策の必要性、優先度を総合的に判断し、より適切な維持管理を行ってます。
なお、この点検では、直轄管理施設だけでなく、許可工作物についても、許可受け者とともに合同点検を一部行って
おります。

• 安全利用点検は、徒歩による目視により、河川敷（高水敷）低水護岸、樋門、樋管などの施設及びその周辺につい
て、河川利用者の視点に立ち、河川を訪れた方が、安全に利用できるように、施設の点検を行っています。
危険箇所等が発見された場合には、応急補修又は注意喚起の看板を設置する等、安全の確保に努めています。

出水期前 河川施設点検の様子樋管点検の様子 22

３-７. 河川管理施設の点検

３．河川の状態把握



菊川水系の河道内において、護岸に局所的に土砂が堆積しヨシ等の雑草が繁茂して著しく流水の流れを阻害する様に
なった箇所については、放置するとさらに土砂等が堆積して、ますます流れが悪くなり上流側で水位が上昇する恐れがあ
るため、雑草の除草と土砂撤去を行い流水が流れやすいようにしました。

23

菊川 本川 15.2k付近
矢田部橋から下流を望む
河道掘削

牛淵川 4.0k付近
堂山橋から上流を望む
表土掘削

４-１. 河道の流下断面の確保

４．河道の維持管理
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排水機場ポンプ設備や河川用ゲート設備を良好な状態に保ち、常に正常な機能を維持することを目的に、定期点検
（年・月）や各部清掃、オイル交換等の保守作業を実施しています。

排水機場ポンプ設備：管内全 ３箇所（黒沢川排水機場、与惣川緊急内水場、江川緊急内水場）
河川用ゲート設備（水門、樋門・樋管）：管内全 ７３箇所

河川用ゲート設備（高松川水門）排水機場ポンプ設備（黒沢川排水機場）

５-１. 排水機場ポンプ設備や河川用ゲート設備の保守点検

５．施設の維持管理



菊川水系菊川、牛淵川、丹野川、下小笠川の直轄管理区間には、直轄の水門１箇所や排水樋門、排水樋管５８箇所、排
水機場が３箇所などがあります。

これら直轄の樋門樋管は、平常時は堤内地（住宅地）側の普通河川から本川に排水していますが、大雨により出水とな
り住宅地側に洪水の逆流する恐れが生じる場合は、浸水被害を防止するため、操作員が出動して内外水位差を確認すると
共に、逆流が発生する場合は、ゲートの全閉操作をする必要があります。

直轄の樋門樋管は、大きさや構造が箇所毎に異なることや、操作をしていただく操作員の方は掛川市役所、菊川市役所
に委託していますが、箇所数が多いため、操作員が年度で変わることがあります。

こうしたことから樋門樋管を適正に操作して、浸水被害が生じないための操作講習会を毎年年度当初に実施しています。
令和２年度は密を避けるため、掛川市内及び菊川市内の樋管にて新任の操作員を対象に、時間を分けて少人数ずつ、樋

門樋管操作講習会を行いました。

○操作員が行う樋門樋管の定期点検
直轄の樋門樋管は、６月～９月までの出水期は月２回、それ以外の

非出水期は月１回、操作に支障がないかの点検を実施しています。

○機械設備の点検
直轄の樋門樋管にある機械設備は、専門業者が年1回点検しています。

25
菊川市操作講習会

５-２. 国が管理する樋門樋管の維持管理

５．施設の維持管理



河川区域内の河川管理施設について、損傷箇所や老朽箇所について、河川巡視結果や点検結果をもとに、機能低下が生
じないように順次修繕等を行っています。

下記工種は、護岸における修繕の代表事例です。

対策工事後

応急対策後護岸端部の侵食

護岸空洞化

５-３. 河川管理施設の修繕（護岸の維持管理）

５．施設の維持管理
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点検、巡視により菊川 左岸 ４．４k付近において確認された堤防天端のクラックについて、調査及び補修を実施しま
した。

調査・補修前状況

調査状況1
クラック深さを確
認するため石灰水
を注入

調査結果は、変状要因の推
定など、今後の維持管理に
おける検討資料とします。

調査・補修後状況

掘削してクラック深さ
の確認と土質のサンプ
ルを採取

調査状況2

５-３. 河川管理施設の修繕（堤防天端クラックの修繕）

５．施設の維持管理



受水槽

点検等により不具合が確認された箇所について、機能維持のために修繕を
実施しました。

令和２年度の主な修繕内容

１）黒沢川排水機場
・燃料貯油槽、受水槽等

更新前

更新後

更新後（屋外タンク）
燃料貯油槽

更新前（地下タンク）

更新前（屋外タンク）

28

５-３. 河川管理施設の修繕（排水機場ポンプ設備の修繕）

５．施設の維持管理



稲荷部樋門（扉体整備状況）

点検等により不具合が確認された箇所について、機能維持のために修繕を実施しました。

令和２年度の主な修繕内容

１）高松川水門
・螺線階段、開閉装置油圧タンク更新

２）稲荷部樋門（No.３ゲート）
・開閉機更新、扉体整備（ローラ整備、塗替塗装）

更新前

更新後
螺線階段（更新後）

更新前

開閉装置油圧タンク（更新後）

高松川水門
29

５-３. 河川管理施設の修繕（ゲート設備の修繕）

５．施設の維持管理



１）水利用の歴史
菊川水系は、東の牧ノ原台地と西の小笠山丘陵

に挟まれた低地を流れる河川で、流域面積が１５
８ｋｍ²と狭いため、自己流量が小さく、水不足が
常態化しています。

そのため、古くから流域に多くの「ため池」や
「井堰」を設けて利用されてきました。

しかし流域内には安定的な水源もないことから、
無降雨期間が長期になると水量も不足するため、
施設の統廃合を図り、戦後整備された東に隣接す
る大井川水系からの用水（農業用水・上水道用
水・工業用水）に依存するようになり、現在に
至っています。

令和２年度については、１１月以降まとまった
降雨がなかったため、令和２年１２月１８日～令
和３年２月１１日まで渇水対応にかかる情報連絡
室を設置し、河川の状況監視を強化しました。

30

６-１. 利水

６．河川区域等の維持管理



令和元年度までに実施した河川水辺の国勢調査結果によれば、河口部では泥質の干潟に生息するチワラスボやハゼ類、
植物の重要種が生息・生育しています。

中下流部では、瀬淵やツルヨシの繁茂する緩流域環境が形成され、カマキリやカワムツ、ミナミメダカなどの魚類が生
息し、植物の重要種であるカワヂシャ、ミゾコウジュが生育しています。

上流部では、良好かつ多様な環境が形成されています。瀬や淵が明瞭な河川に生息するカワムツや砂礫底を好むカワヨ
シノボリなどが確認されています。支川では、緩やかな流れや小川等を好むミナミメダカ、ホトケドジョウが確認されて
います。

31

７-１. 河川の自然環境の概要

７．河川環境の維持管理



１） 特定外来生物
特定外来生物である魚

類のオオクチバスや植物
ではオオキンケイギク等
の進入がみられ、地域住
民の皆様と連携した駆除
が必要になっています。

オオクチバスやオオキ
ンケイギクなどの特定外
来種については、外来生
物法により栽培や運搬な
どが原則禁止されていま
す。

特定外来種は、外来生
物（海外起源の外来種）
であって生態系、人の生
命、身体、農林水産系へ
の被害を及ぼす恐れがあ
るものの中から、指定さ
れます。

32

７-２. 河川環境で改善が求められるもの

７．河川環境の維持管理



１）流況とは
流況とは、1年を通じた川の流量の特徴のことをいい、

豊水、平水、低水、渇水流量を指標にします。
流況をみると、その川の1年間の流量の変化の様子や水

の豊かさがわかります。
環境基準の達成目標等は、低水流量や渇水流量を目安に

して計画が立てられています。

流況を表す指標（豊平低渇）
豊水流量：1年を通じて95日はこれを下回らない流量
平水流量：1年を通じて185日はこれを下回らない流量
低水流量：1年を通じて275日はこれを下回らない流量
渇水流量：1年を通じて355日はこれを下回らない流量

川で観測した365日分の流量データを、大きい順に並
べて、95番目の流量を豊水流量、同185番目を平水流量、
同275番目を低水流量、同３５５番目を渇水流量といい
ます。

２）菊川の流況
菊川水系の加茂水位流量観測所では、水位を毎正

時に水位を測定すると共に、月に1回流速を測定する
ことにより、水位と流速から流量を観測しています。

その流量は、1年間365日、欠測無く測定される必
要があります。

その結果は、流況として毎年豊水流量・平水流量・
低水流量・渇水流量に整理されます・

菊川加茂地点の毎年の流況を過去57年間を平均化
して求めた「加茂地点流況表」は、下表のとおりです。

河川名 統計期間 豊水流量 平水流量 低水流量 渇水流量

菊川
平成30年度時点
過去57年平均

2.07m3/s 1.13m3/s 0.64m3/s 0.26m3/s

加茂地点流況表
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７-３. 流況

７．河川環境の維持管理



水質の管理
国土交通省で行う水質調査は、「河川法」及び「水質汚濁防

止法」に基づき、河川が適正に利用され、流水の正常な機能が
維持され、河川環境の整備と保全がされる様、流水の汚濁防止、
河川環境の清掃の保持など、河川の総合管理の一環として、加
茂橋地点など5地点（右地図の緑丸印）で水質調査を実施して
います。

（１）環境基準の類型指定
菊川における水質汚濁に係わる環境基準の類型指定は右図に

示すとおりです。
菊川水系では、近年水質が改善傾向となっており、類型指定

は上流から高田橋までがA類型、高田橋下流がB類型となって
います。

また、牛淵川の類型指定はB類型となっています。

（２）類型指定とは、水質汚濁について、生活環境の保全に関
する環境基準として、静岡県により指定されています。
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7-4. 水質の管理

７．河川環境の維持管理



水質の環境基準は、生物化学的酸素要求量（BOD）などによっ
て示されます。

データが整理された令和元年の菊川水系のBOD年間平均値は、
右図のとおり

菊川加茂橋 ０．９mg/l
高田橋 １．１mg/l
国安橋 １．２mg/l
牛淵川堂山橋 ２．３mg/l
鹿島橋 １．６mg/l

となっています。
環境基準の類型指定と比べると、高田橋から上流の高田橋と加

茂橋ともに類型指定Aの２mg/l以下を満たしています。
国安橋も類型指定Bの３mg/l以下を満たしています。
さらに牛淵川堂山橋と鹿島橋も類型指定Bの３mg/lを下回って

います。
したがってすべての区間で環境基準を令和元年は満たしました。
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7-4. 水質の管理（令和元年の水質）

７．河川環境の維持管理



水質に関する資料の公表等
河川状態の把握の一環として菊川の水質等観測を行った結果は、年ごとに取りまとめ、整理が出来次第、国土

交通省水文水質データーベースのホームページ（http://www1.river.go.jp/)でデータを公表しています。
菊川水系の水質観測箇所は、環境基準地点の加茂橋・高田橋・国安橋・堂山橋・鹿島橋の５箇所です。
近年１０カ年の水質の経年変化は、菊川上流及び牛淵川の「BOD７５％値」に改善傾向が見られます。
現在公表されているデータの 新版は２０２０年（R２）です。

下の画面は、水文水質データベースで、「地図からの検察」を選ぶ場合の菊川・鹿島橋での事例です。

①地図からの検索で地図画面を拡大して、閲覧したい観測所を
クリックします。

②水文水質観測所情報から、たとえば「任意期間水位検索」を
選び、２０２０年（R２)1月～12月の「生活環境の保全に関
する環境基準項目を選んだ場合。

③任意期間水質検索結果が表示されます。

①

②

③

7-4. 水質の管理（水質測定結果の公表）

７．河川環境の維持管理

36



国土交通省では、「河川水辺の国勢調査」
を実施しております。（3-２河川の状態把握
河川環境調査の実施項目参照）

「河川水辺の国勢調査」とは、河川を環境
という観点からとらえた定期的、継続的、統
一的な河川に関する基礎情報の収集整備のた
めの調査です。調査項目は魚類、底生動物、
植物、鳥類、両生類・爬虫類・哺乳類、陸上
昆虫類等、動植物プランクトン（ダム湖版の
み）があり、概ね５年に１回を目安に調査し
ています。

令和２年度は両生類・爬虫類・哺乳類の調
査をしました。

調査結果は整理した後、「河川環境データ
ベース」のホームページ
http://www.nilim.go.jp/lab/fbg/ksnkanky
o/で公表されます。

令和２年３月末現在公表されている 新デー
タは、平成2９年度までとなっています。

河川水辺の国勢調査 両生類・爬虫類・哺乳類調査の様子

７-５. 河川水辺の国勢調査

７．河川環境の維持管理
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排水門

主な対策
各地域において、河川管理者・都道府県・市町村等からなる協議会等を新たに設置して
減災のための目標を共有し、ハード・ソフト対策を一体的・計画的に推進する。

A市

B市

C町

D市

対策済みの堤防

氾濫ブロック
家屋倒壊等氾濫想定区域 ※

＜危機管理型ハード対策＞＜危機管理型ハード対策＞

○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堤防構造を
工夫する対策の推進

天端のアスファルト等が、
越水による侵食から堤体を保護
（鳴瀬川水系吉田川、

平成27年9月関東・東北豪雨）

＜被害軽減を図るための堤防構造の工夫（対策例）＞

＜住民目線のソフト対策＞

○住民等の行動につながるリスク
情報の周知

・住民のとるべき行動を分かりやすく示
したハザードマップへの改良

○事前の行動計画作成、訓練の
促進

・タイムラインの策定

○避難行動のきっかけとなる情報
をリアルタイムで提供

・水位計やライブカメラの設置

・スマホ等によるプッシュ型の洪水予報
等の提供

＜洪水を安全に流すためのハード対策＞

○優先的に整備が必要な区間において、
堤防のかさ上げや浸透対策などを実施

※ 家屋の倒壊・流失をもたらすような堤防決壊
に伴う激しい氾濫流や河岸侵食が発生する
ことが想定される区域

関東・東北豪雨を踏まえ、新たに「水防災意識社会再構築ビジョン」として、菊川・天竜川とその沿川市において、令和２年度目途に水防災意識社会
を再構築する取組を行いました。

＜ソフト対策＞・住民が自らリスクを察知し主体的に避難できるよう、より実効性のある「住民目線のソフト対策」へ転換し、重点的に実施。

＜ハード対策＞・「洪水を安全に流すためのハード対策」に加え、氾濫が発生した場合にも被害を軽減する
・「危機管理型ハード対策」を導入し、令和２年度を目途に実施。

水防災意識の再構築 （概要）

８．危機管理の対策
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静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会

近年、河川の施設能力を上回るような洪水が発生していることに鑑み、今後の気象変動の影響により施設能力を上回る洪
水の発生頻度がさらに高まることが懸念されます。

こうした背景から、「施設では防ぎきれない大洪水は必ず発生する」との考えに立ち、国土交通省では、社会全体で洪
水に備える「水防災意識社会 再構築ビジョン」を策定しました。

これを踏まえ、静岡県西部・中東遠地域においても、浜松河川国道事務所や静岡県等それぞれの河川管理者と市町との
関係機関が連携・協力して減災のための取組を推進するため、これまで各河川管理者が設立していた協議会を統合した
「静岡県西部・中東遠地域大規模氾濫減災協議会」を平成３０年５月に設立しました。

協議会では、本地域の減災のための目標を共有し、円滑かつ迅速な避難、的確な水防活動等、大規模氾濫時の減災対策
の取組を推進していきます。
令和２年度は５月１３日（水）に新型コロナウイルス感染拡大防止措置として、WEB会議にて作業部会を開催し、書面
による決議を実施しました。関係機関が連携して取組むべき事項について協議し、各構成員が実施している減災に係る取
組状況や取組予定を共有しました。
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８-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （大規模氾濫減災協議会）

８．危機管理の対策



堤防決壊時の緊急対策シミュレーションの実施

浜松河川国道事務所では、近年河川の整備に伴い、大規模な災害
が減少してきたこともあり、堤防の破堤等の対応をした経験者が少
なくなってきたことから、想定外の豪雨で破堤したときの対応が出
来るよう「堤防決壊時の緊急対策シミュレーション」を中部地方整
備局 河川部の指導のもと、令和2年9月14日（月）、新型コロナ
ウィルス感染拡大防止のため人数制限しつつ、河川工法伝承研究会
にもご参加いただきながら、合計24名で実施いたしました。

A班：工法検討

発災時間 条件付与

B班：工法検討 伝承会 助言
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８-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （シュミレーション）

８．危機管理の対策



洪水浸水想定区域等の公表について

平成27年の水防法改正に伴い、河川管理者は、想定しうる
大規模の降雨により発生する洪水により浸水が想定される

区域と浸水の深さ、浸水が継続する時間を指定することにな
りました。

中部地方整備局では、菊川水系についても、水防法に基づ
く洪水浸水想定区域等を指定し、平成28年12月15日に公表
しました。

公表された洪水浸水想定区域図等には、以下の５種類があ
ります。

○洪水浸水想定区域図（想定 大規模）
○洪水浸水想定区域図（計画規模）
○洪水浸水想定区域図（浸水継続時間）
○家屋倒壊等氾濫想定区域図（氾濫流）
○家屋倒壊等氾濫想定区域図（河岸侵食）

浸水区域に含まれる菊川市・掛川市などの自治体へ通知さ
れ、今後自治体は適切な避難場所や早期の立ち退き避難が必
要な区域を示した水害ハザードマップを作成するなど、円滑
かつ迅速な避難の確保及び浸水被害の防止のために活用され
る予定です。

詳しくは、浜松河川国道事務所ホームページの「菊川浸水
想定区域」で確認ください。

（抜粋）菊川水系
洪水浸水想定区域図（想定最大規模）
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https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/bousai/shinsui_kiku/

８-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （洪水浸水想定区域等の公表）

８．危機管理の対策



「アドホック」とは、ラテン語で「特定の目的の」や、
「暫定的な・・・」という意味があります。

アドホック水位計は、 近の局地的な大雨や集中豪雨等に
より洪水・浸水被害が多発している状況を踏まえ、水災害監
視の強化や洪水予測の高度化のため、必要となる密度の高い
水位観測を実施するための観測技術の実用化を図ることを目
的として、従来の水位観測所及び総合的に判断して監視が必
要な箇所に簡易水位観測所として設置しました。

アドホック水位観測所設置位置
菊川 右岸 ４．１ｋ

左岸 ９．３ｋ
左岸 １５．２ｋ
左岸 １６．０ｋ

牛淵川 右岸 １．０ｋ
牛淵川 右岸 ５．２ｋ
下小笠川 右岸 ０．８ｋ
下小笠川 左岸 ４．２k

アドホック水位観測所では、観測したデータを光ケーブル
を通じて、浜松河川国道事務所に情報を集約しています。

今後、浜松河川国道事務所と静岡地方気象台が共同発表す
る洪水予報や浜松河川国道事務所が水防警報を発表する際に、
役立てていきます。

牛淵川 右岸 ５．２k付近のアドホック水位計
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８-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （アドホック水位計の設置）

８．危機管理の対策



危機管理型水位計は、洪水時の水位観測に特化した低コス
トな水位計で、これまで水位計のなかった河川や地先レベル
でのきめ細やかな水位把握が必要な河川への水位計の普及を
促進し、水位観測網の充実を図る目的で設置を進めています。

［特徴］
・長期間メンテナンスフリー
・省スペース（小型化）
・初期工コストの低減
・維持管理コストの低減

危機管理型水位計による観測は、10分以内に1回行われ
ます。平常時はデータ送信を行いませんが、洪水時など一定
の水位を超過した場合には、観測モードを切り替えて、水位
データを送信する仕組みです。

菊川水系では現在18箇所に設置しています。

危機管理型水位計 43

８-１. 水防災意識の再構築＜ソフト対策＞ （危機管理型水位計の設置）

８．危機管理の対策



パイピング、法すべり
↓

漏水対策（浸透含む）

Ｌ＝０．９ｋｍ（堤防への浸透対策）
Ｌ＝０．９ｋｍ（パイピング対策）

流下能力不足
↓

堤防整備・河道掘削

Ｌ＝１．９ｋｍ

水衝・洗掘
↓

侵食・洗掘対策

Ｌ＝０ｍ

・河床が深掘れしている箇所や水衝部
等、河岸侵食・護岸欠損のおそれが
ある箇所

・堤防高が低い等、当面の目標に対し
て流下能力が不足している箇所
（上下流バランスを確保しながら実施）

優先的に対策を実施する区間Ｌ＝２．８ｋｍ

・過去の漏水実績箇所等、浸透により
堤防が崩壊するおそれのある箇所

・旧河道跡等、パイピングにより堤防が
崩壊するおそれのある箇所

関東・東北豪雨の
被災写真

（漏水、パイピン
グ）

※各対策の延長は重複あり

鳴瀬川支川吉田川（宮城県） 利根川支川鬼怒川（茨城県）

堤防整備・河道掘削等の流下能力向上対策、浸透・パイピング対策、侵食・洗掘対策に関し、優先的

に対策が必要な区間約２．８kmについて、令和２年度を目途に、今後概ね５年間で対策を実施

阿武隈川支川荒川（福島県）
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８-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞

８．危機管理の対策



流下能力対策 全延長 Ｌ＝１．９ ｋｍ
令和２年度 施工済延長 Ｌ＝１．６ ｋｍ

進捗率 ８４％

流下能力対策 菊川 右岸 １．８ｋ付近高潮堤整備（全景）

完成

令和2年７月

着手前

８．危機管理の対策

８-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞
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氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備に至らない区間など２５．６kmに

ついて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する対策を令和２年度を目途に、今後概ね５年間

で実施

堤防天端をｱｽﾌｧﾙﾄ等で保護し、堤防への雨水の浸透を抑

制するとともに、越水した場合には法肩部の崩壊の進行を遅

らせることにより、決壊までの時間を少しでも延ばします

堤防天端の保護 堤防裏法尻の補強

裏法尻をブロック等で補強し、越水した場合には深

掘れの進行を遅らせることにより、決壊までの時間を

少しでも延ばします

堤防裏法尻をブロック等で補強
堤防天端をアスファルト等で保護した堤防では、

ある程度の時間、アスファルト等が残っている。

アスファルト等

※ 具体的な工法については検討中

対策を実施する区間Ｌ＝２５．６ｋｍ ※各対策の延長は重複あり

２５．４km ２．４km

粘性土
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８．危機管理の対策

８-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞



裏法尻の補強 全体延長 L=２．４ｋｍ
R２施工済延長 L=２．４ｋ 進捗率 100％

菊川 ８．５ｋ 法尻補強完成

堤防天端保護 全体延長 L=２５．４ｋｍ
R２施工済延長 L=２５．４ｋｍ 進捗率 100％

菊川 ７．７ｋ 舗装完成

８．危機管理の対策

８-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞
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菊川では、河口から国安橋（２．１ｋ付近）までを高潮区間としていますが、堤防構造が三面張構造となっていない区
間や堤防断面の不足している区間があります。令和２年度は、右岸：菊浜地先において高潮堤防を整備しました。

国安

国安

HWL

国安橋

菊浜

同所

菊川橋

潮騒橋

同所樋管 高松川水門

国安

1.0km

菊
川

1.0km

国安

HWL

（着手前）

（完 成）

菊川 右岸 １．８ｋ付近

令和２年７月
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８-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞ （河道流下断面の確保（高潮堤防整備））

８．危機管理の対策



菊川では、流下能力が不足し、洪水時に甚大な被害が発生する恐れのある区間があります。
令和２年度は、継続して掛川市中村地先において河道掘削を実施しました。

国安
橋

菊
浜

菊
川
橋

国安

1.0km

菊川

1.0km

国安

大東町

千浜

国包

菊浜

三俣

3.0km

3.0km

4.0km

4.0km

潮騒橋

「協働による海岸防災林の強化に向けて」PPTより

【掛川市海岸防災林事業イメージ図】

河道掘削工事の発生土は、掛川市の海岸防災林
事業に運搬し、有効利用されています。

菊川 右岸 ４．０ｋ付近（着手前）
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令和２年４月一部完了

菊
川

菊川市

嶺田
亀惣川

掛川市
中

柳目樋管

寺新田樋管

菊
川

菊川市

嶺田
亀惣川

掛川市
中

柳目樋管

８-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞ （河道流下断面の確保（河道掘削））

８．危機管理の対策



（着手前）

（完成） 令和２年１２月

菊川 右岸 ９．８ｋ付近

菊川では、堤防の決壊等が発生した場合に、復旧にかかる時間を極力短くし、被害をできるだけ軽減するよう、災害復
旧資材の備蓄、情報の収集発信、災害復旧活動の拠点のための河川防災ステーションを整備しました。

上小笠川 菊 川

おおぞら認定こども園

グラウンド（ヘリポート）

演習用堤防

備蓄ブロック

水防センター

駐車場

トイレ

備蓄土砂

車庫・倉庫

開所式 テープカット

菊川下内田地区河川防災ステーション 完成

８-２. 水防災意識の再構築＜ハード対策＞ （菊川下内田地区河川防災ステーション）

８．危機管理の対策
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１．水防連絡会
水防連絡会は、浜松河川国道事務所が管理する菊川水系の管理区間について、水害を警戒し、防御し、及び

これによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的に、国、静岡県、市町、警察、自衛隊、河川
情報センター等の関係機関で構成する組織です。

令和２年度は５月2７日（水）に地元自治体の菊川市と掛川市、静岡県袋井土木事務所等と水防連絡会を書面にて
開催し、令和２年度の重要水防箇所の確認をはじめとして、水防体制の基準水位や出水時の連絡系統の確認などを行
いました。

２．重要水防箇所の合同巡視
掛川市、菊川市水防団をはじめとする水防関係機関と浜松河川国道事務所職員などが洪水に対して、リスクの

高い重要水防箇所について、合同にて洪水の発生する前に現地を事前確認をする合同巡視を令和２年８月３日
（月）に掛川市管内、令和２年７月３１日（金）に菊川市管内を行い、各現場の水防上の特徴を確認しました。

掛川市消防団（水防団） 合同巡視 菊川市消防団（水防団） 合同巡視

８-３ . 水防活動に関する取り組み

８．危機管理の対策



出水時に堤防が洗掘された場合の応急復旧用として、菊川、牛淵川堤防脇の側帯に、備蓄ブロックを仮置きして、緊急
時に備えています。

牛淵川 左岸 １．３k付近に備蓄された備蓄ブロック

菊川 右岸 ３．１ｋ付近に備蓄されたブロック菊川 左岸 １６ｋ付近に備蓄された備蓄ブロック 52

菊川 左岸 ８．７ｋ付近に備蓄された備蓄ブロック

８-４. 災害用資材の備蓄

８．危機管理の対策



１）防災エキスパートとは
防災エキスパートとは、中部地方整備局管内の公共土木施設等の整備・管理等についての専門的ノウハウを持ち、中部

地方整備局及び自治体等と連携を取りながら、災害発生時において協力活動を自己の責任により無報酬で行う者であって、
中部地方防災エキスパートに登録を受けた者をいいます。

２）防災エキスパートの募集と任期
防災エキスパートの募集は、(一社)中部地域づくり協会で随時行っており、任期は原則として満70歳を迎える年度ま

でとなっています。

３）中部地方防災エキスパート・静岡県西部地区意見交換会の開催
浜松河川国道事務所を中心とする静岡県西部地区については、静

岡県西部地区会議を構成しており、毎年定期的に意見交換会を開催
しています。

令和２年度は、コロナ禍の影響により、規模を縮小し、浜松河川
国道事務所と（一社）中部地域づくり協会の担当職員のみで打合せ
を行いました。

打合せでは、被災時の連絡体制や重要水防箇所等の確認など行い
ました。

防災エキスパート意見交換会開催
(令和元年度実施状況)
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８-５. 防災エキスパートの活動

８．危機管理の対策



○令和２年７月豪雨災害
令和２年7月3日から8日にかけて、日本付近に停滞した前線の影響により、熊本県、鹿児島県、福岡県、佐賀県、

長崎県、岐阜県、長野県の7県に大雨特別警報が発表されるなど広範囲に記録的な大雨となり、土砂災害や洪水による浸
水など、各地に甚大な被害をもたらしました。

国土交通省では、被災地支援のため職員をTEC-FORCEとして順次派遣し、排水ポンプ車による浸水箇所の排水活動
を始め、河川、道路の被災状況調査、道路清掃など、幅広い支援を行いました。

全国から延べ１万人の職員が、被災地へ派遣され支援活動を行いました。

浜松河川国道事務所では、河川氾濫による浸水箇所での排水ポンプ車による排水作業を支援するため７月1７日から７
月2１日まで１名の職員と６名の派遣業者を熊本県人吉市（球磨川）へ派遣しました。

活動状況（熊本県人吉市）
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８-６. TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊）派遣

８．危機管理の対策



平成27年６月２２日より、中部地方整備局では
XRAIN浜松レーダーによる高精度降雨観測情報の配信
を開始しました。

XRAINは、従来のレーダー（Cバンドレーダー）に
比べて、高頻度（５倍）、高分解能（１６倍）での観
測が可能で、これまで５～１０分程度かかっていた配
信に要する時間を１～２分に短縮しました。

ＸRAINは、浜松河川国道事務所ホームページ
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/から、ご
覧いただけます。

Ｘバンドレーダー

浜松河川国道事務所
ホームページ

＊防災対策をクリック

雨量情報の表示例

＊レーダー雨量情報（XRAIN）をクリック

８-７. Xバンドレーダー高精度降雨観測情報の提供

８．危機管理の対策
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菊川水系では、関係機関と協議して水難事故防止について効果的な
取り組みを行うため、「菊川水系水難事故防止協議会」を組織し、事故
の防止について啓発と広報活動を行っています。

令和２年度については、コロナ禍により、会議の開催は行わず、緊急
時連絡体制の見直しのみ行いました。

また、コロナ過の影響もあり、協議会による合同巡視は行いませんで
したが、浜松河川国道事務所として夏休み期間中の水難事故防止を目的
に、職員による河川巡視を行いました。

【協議会構成機関】
静岡県袋井土木事務所、静岡県掛川警察署、静岡県菊川警察署、
掛川市、掛川市消防本部、掛川市教育委員会、
菊川市、菊川市消防本部、菊川市教育委員会、
国土交通省浜松河川国道事務所

過去の協議会の様子

過去の合同現地確認の様子
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９-１. 水難事故防止に関する取り組み

９．地域と連携した取り組み状況



１）菊川水系に不法投棄されるゴミの事例としては、

「令和２年度菊川ゴミマップ」のとおりです。

２）菊川水系では、地域の皆様や団体の皆様が自主的に河川清

掃活動をしていただいています。

９-２. 河川愛護

９．地域と連携した取り組み状況
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浜松河川国道事務所では、地域住民の皆様と河川管理者の
連携を深めることにより、河川の清潔の保持、河川管理施設
の保全等河川管理の強化を図ることを目的として、菊川で見
たこと、聞いたこと、知ったことを報告していただく河川愛
護モニター制度を設けています。

任期は、令和２年7月1日～令和３年6月30日で、菊川及
び牛淵川の管内を対象区間として、市の広報紙や浜松河川国
道事務所のホームページで公募しました。

その結果、菊川、牛淵川のモニターとして、掛川市・菊川
市にお住まいの3名の方々に委嘱を行い、モニターしていた
だいています。

河川愛護モニターの報告は、浜松河川国道事務所ホーム
ページに掲載しています。

報告事例 令和２年９月

報告いただいた内容は、河川管理に役立てます。

https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/kasenaigo/
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９-３. 河川愛護モニター

９．地域と連携した取り組み状況



１）ミズベリング
ミズベリングプロジェクトは、かつての賑わいを失ってしまった日本の水辺の新しい活用の可能性を創造していくプ

ロジェクトです。
平成２８年６月２日に河川敷地占用許可準則が一部改正されました。これにより、河川I内で営業活動を行う際の占

用許可期間が３年から１０年に改正されました。
ミズベリング遠江としては、令和２年度 新型コロナウィルス感染拡大防止のため、イベントは行っておらず、

SNSによる情報発信をしています。 https://m.facebook.com/mizberinghamamatsu/

１）かわまちづくりとは
「かわまちづくり」とは、河川空間とまち空間が融合した良好な空間形

成を目指す取り組みです。
市町や民間事業者、法人格を持たない協議会などが登録要件を満たし、

「かわまちづくり計画」を作成し、その登録が認められた場合は、河川敷
地占用許可準則・第２２に定められた都市、地域再生等利用区域の使用す
るなど、柔軟な発想を生かすことで、河川管理者が支援する施策です。

２）菊川かわまちづくり協議会
菊川かわまちづくり協議会は、菊川市や市内の各連合自治会長などをメ

ンバーとして発足し、平成29年9月11日に第１回協議会を開催しました。
令和2年度は新型コロナウィルス感染拡大防止のため、第8回菊川かわま

ちづくり協議会は書面議決で行い、公募型社会実験「第2弾」の実施につ
いて議決し、令和3年6月30日まで社会実験募集しています。
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９-５. 菊川かわまちづくり協議会の活動

９-４. ミズベリング遠江事務局の活動

９．地域と連携した取り組み状況



無償提供用に集草された刈草

刈草を希望する方は、河川管理課又は出張所に
お問い合わせ下さい。

河川管理課 TEL：０５３－４６６－０１１８
平田出張所 TEL：０５３７－７３－２０５１

菊川水系では、年2回堤防除草を行っています。

堤防除草では大量の刈草が発生しますが、以前は堤防で焼却
していましたが 、類焼の防止や環境への配慮から 小限として
います。

一方掛川市や菊川市の処分場（堆肥化等）への全量運搬・処
分は、処分場の処理能力や運搬・処分費用の観点から過大な負
担となります。

このため刈草の無償提供を行い、地域の農業用堆肥や家畜の
飼料等として有効活用していただくとともに、処分費用の低減
に努めています。

刈草の無償配布募集は、事務所ホームページや市役所支所へ
のポスター掲示、広報誌への掲載等により行いました。

募集期間は（1回目）令和２年５月～８月、（2回目）令和２
年９月～１２月とし、ホームページには、堤防での刈り取り時
期も明確にして、より多くの皆様に刈草を有効活用していただ
くように努めました。

このようにして1回目については堤防面積 139,000m2分の
刈草 を農家等に提供しました。

また2回目についても堤防面積144,000m2分の刈草を農家
等に提供しました。

刈草の無償提供は毎年実施しますので、ご希望の連絡をお待
ちしています。連絡先は、右の通りです。
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１０-１. 刈草の無償提供

１０．効率化、改善に向けた取り組み



１）工事発生残土の有効利用
菊川の工事で発生した建設発生土は、掛川市からの要望により、掛川市の海岸に運搬し、掛川市と静岡県が行ってい

る海岸防災林事業に利用され、トータルコストの削減に努めています。

この有効利用は、平成26年度から始まり、令和２年度も継続し、掛川市沖ノ須地先の海岸へ運搬しました。

この発生土の有効利用により、浜松河川国道事務所としては、土運搬距離が短くなるとともに、建設発生土受入地へ
の投棄料が節約でき、有効利用することが出来ました。

菊川での河道掘削

工事発生土の積込

海岸への発生土運搬
（敷均しは掛川市） 61

１０-２. 菊川河道掘削土砂の海岸事業への有効利用

１０．効率化、改善に向けた取り組み



ゴミの不法投棄の確認

スピーカーの音声確認 スポットライトによる実験者の確認 赤外線カメラによる実験者の確認

根固めブロックの散乱

境界杭の確認

浜松河川国道事務所では、河川管理のさらなる効率化を推進
するため、UAVによる河川巡視、堤防点検へ活用について実
証実験を実施しました。

実証実験では、UAVにスポットライトや赤外線カメラ、ス
ピーカーを搭載し、夜間にスポットライトおよび赤外線カメラ
を用いて不法投棄者に見立てた実験者およびゴミを発見できま
した。

また、スピーカーは実験者
から30ｍ離れた位置で飛行し
たUAVより鮮明な音声が確認
できました。

不法係留船・桟橋の確認樋管の確認
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１０-３. ドローン（UAV)による河川管理への活用

１０．効率化、改善に向けた取り組み



河川維持管理は、出水時の履歴や他河川での経験等
を踏まえつつ、経験的に実施していくものです。

河川維持管理に関する計画には、河川整備計画及び
河川維持管理計画があります。

河川整備計画における河川維持管理の内容は、河川
の維持を含めた河川整備の全体像が明らかになるよう
に定め、河川維持管理計画には、河川整備計画におけ
る河川維持管理の内容を具体化するものとして、河川
砂防技術基準・維持管理編に基づいて、概ね5年間に
実施する具体的な河川維持管理の内容について定める
ことになっています。

菊川の河川維持管理計画は、平成24年5月に作成さ
れており、5年が経過しました。そのため、平成29年
度より内容の見直しを進め、平成30年９月に河川維持
管理計画が更新されました。

維持管理計画を見直しするにあたっては、河川砂防
技術基準・維持管理編の改訂（平成27年3月）や、平
成28年12月15日に開催された法律専門家や学識経験
者など6名の学識者からなる委員と、中部地方整備局
河川部幹部による天竜川下流と菊川を対象にした「河
川の維持管理による有識者会議」や、平成30年1月
29日に開催された、学識経験者による菊川・天竜川リ
バーカウンセラー会議の意見等を参考に、河川管理施
設や許可工作物のより細かい点検や地域との連携につ
いて内容を充実させました。

○河川維持管理計画は、浜松河川国道事務所のHPに公開して
います。
https://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/river/kaseniji/
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１１-１. 河川維持管理計画の更新

１１．河川維持管理計画



国土交通省中部地方整備局

浜松河川国道事務所

電話 053-466-0118（河川管理課直通）
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