
三町大橋

揖斐川町

大野町
51.0

53.0

54.0

60.0

重点区間

堤体漏水、（堤防高：要注意区間）

（60.4k+50m～60.8k+134m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（57.0k+150m～57.2k+85m）

要注意区間

工事施工（58.4k+120m～58.6k+75.7m）

旧川跡（58.4k+130m～59.8k）

水衝洗掘（59.6k+60m～60.0k+100m）

要注意区間

旧川跡（49.2k～52.8k+50m）

要注意区間

旧川跡（54.4k～60.2k）

水衝洗掘（57.6k+220m～58.0k+150m）

要注意区間

（堤防高）（60.4k+50m～60.8k+134m）

工作物以外Ａ

水衝洗掘（56.8k-30m～56.8k）

池田町

揖斐川町

工作物以外Ｂ

水衝洗掘（55.6k+120m～56.0k+140m）

堤体漏水（56.0k～57.6k+125m）

基礎地盤漏水（56.0k～57.6k+125m）

水衝洗掘（56.2k～56.4k+93m）

水衝洗掘（57.4k+60m～57.6k+20m）

越水危険箇所（58.2k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（60.6k～60.8k）

52.0

61.0

61.0k 61.0k+69

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

令和4度 揖斐川第一出張所管内重要水防箇所図①

指定区間

揖一

要注意区間

水衝洗掘（58.0k～58.2k+110m）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（46.6k+94m～54.2k）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（48.8k～53.8k+109m）

越水危険箇所（53.2k,58.0k）

堤体漏水（53.8k+109m～56.6k）

基礎地盤漏水（56.6k～59.6k+105m）

水衝洗掘（56.6k+65m～56.6k+105m）

堤体漏水（56.8k～57.2k）

堤体漏水（58.4k～59.6k+105m）

＜重点監視区間＞
57.0k～57.4k

＜重点監視区間＞
58.4k～58.8k

＜重点監視区間＞
55.4k～55.8k

重点区間

水衝洗掘、基礎地盤漏水

（56.8k-30m～56.8k）

重点区間

堤体漏水（55.8k～56.0k）

要注意区間

旧川跡（53.8k+120m～54.0k+70m）

旧川跡（54.0k+70m～55.0k+130m）

要注意区間

旧川跡（52.6k～52.8k+140m）

要注意区間

旧川跡（55.4k+20m～55.8k+70m）

令和4年度 揖斐川第一出張所管内重要水防箇所図②

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水、水衝洗掘

（44.8k+20m～48.0k）

要注意区間

旧川跡（48.8k+90m～51.8k+110m）

大垣市

瑞穂市

重点区間

基礎地盤漏水（48.6k～49.4k）

工作物Ａ

新平野井川排水ひ門（44.0k+90m）

48.0

49.0

50.0

51.0

要注意区間

旧川跡（43.0k～43.4k+20m）

要注意区間

旧川跡（49.2k～52.8k+50m）

要注意区間

旧川跡（44.0k～44.8k+20m）

旧川跡（44.8k+20m～44.8k+160m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（47.6k～48.0k+94m）

大野町

神戸町

工作物以外Ｂ

堤体漏水（45.2k+96m～45.4k）

水衝洗掘（45.2k+150m～45.6k+90m）

堤体漏水（45.6k～46.0k+160m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（45.6k+88m～45.8k+94m）

基礎地盤漏水（45.6k+88m～46.0k）

工作物以外Ｂ

水衝洗掘（46.4k+50m～46.6k+180m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（46.8k～47.6k）

基礎地盤漏水（46.8k～48.0k+94m）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（48.8k～53.8k+109m）

神戸大橋

平野庄橋

46.4k-100

44.0k+30

43.0k

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

揖一

要注意区間

旧川跡（45.2k+170m～46.0k）

揖二

揖一

揖二 工作物以外Ｂ

堤体漏水（43.6k～44.8k）

越水危険箇所（44.4k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（45.8k+94m～46.8k）

＜重点監視区間＞
44.8k～45.2k

＜重点監視区間＞
50.2k～50.6k

＜重点監視区間＞
50.8k～51.2k

＜重点監視区間＞
45.8k～46.2k

＜重点監視区間＞
47.8k～48.2k

工作物以外Ａ

堤体漏水（44.8k～45.2k+96m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（46.6k+94～48.0k）

基礎地盤漏水（46.6k+94m～54.2k）

越水危険箇所（46.8k,48.2k,48.8k）

堤体漏水（50.2k～51.0k）

52.0

工作物以外Ｂ

越水危険箇所（45.0k）



安八町

40.0

42.0

重点区間

堤体漏水（38.2k+49m～38.2k+170m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（37.8k-35m～37.8k+65m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（38.4k～39.0k+100m）

要注意区間

旧川跡（42.8k+50m～43.0k）

要注意区間

旧川跡（41.4k+20m～42.2k+100m）

要注意区間

旧川跡（40.0k+10m～40.2k+40m）

要注意区間

旧川跡（37.8k+130m～38.0k+110m）

旧川跡（38.0k+110m～38.6k+20m）

旧川跡（38.6k+20m～39.8k+30m）

要注意区間

旧川跡（36.4k+160m～37.2k+30m）

要注意区間

旧川跡（34.4k+180m～35.0k+120m）

旧川跡（35.0k+120m～36.2k+30m）

要注意区間

旧川跡（39.6k+100m～44.0k）

旧川跡（44.0k～44.8k+20m）

要注意区間

旧川跡（35.4k+20m～37.8k+80m）

要注意区間

旧川跡（34.8k+110m～35.0k+60m）

工作物Ｂ

揖斐大橋（L40.6k+36m）

工作物Ｂ

大垣大橋（L38.6k+40m）

瑞穂市

大垣市

工作物以外Ｂ

堤体漏水（38.0k～38.2k+110m）

越水危険箇所（38.2k）

44.0k+30

43.0k

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

令和4年度 揖斐川第二出張所管内重要水防箇所図①

揖斐川第二出張所

揖二

揖一

揖二

重点区間

堤体漏水、越水・溢水

（39.0k～39.2k+11m）

工作物Ｂ

新幹線揖斐川橋（L38.3k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（35.8k+144m～37.0k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（35.0k～35.2k+125m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（38.4k～38.6k）

工作物以外Ｂ

越水・溢水（38.8k～39.2k+13.6m）

越水危険箇所（39.0k）

堤体漏水（38.8k～39.4k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（37.8k+33.4m～38.0k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（38.2k+110m～38.4k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（40.0k+30.8m～40.6k+57m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（41.0k～41.4k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（37.6k+175.4m～37.8k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（38.0k+19.3m～38.6k+42m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（39.8k～40.0k）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（43.0k～44.0k）

越水危険箇所（44.0k）

工作物以外Ｂ

越水危険箇所（36.2k）

基礎地盤漏水（35.2k+125m～36.2k）

堤体漏水（35.2k+125m～35.8k+144m）

工作物以外Ｂ

越水・溢水（34.6k～35.6k）

基礎地盤漏水（36.0k～40.6k）

堤体漏水（36.0k～37.6k+175.4m）

越水・溢水（36.2k+135.2m～36.4k+94m）

越水危険箇所（36.4k）

堤体漏水（37.8k～38.0k+19.3m）

堤体漏水（38.6k+42m～39.8k）

堤体漏水（40.0k～40.8k）

基礎地盤漏水（40.8k～42.4k）

堤体漏水（41.0k～41.2k）

揖一

＜重点監視区間＞
36.2k～36.6k

＜重点監視区間＞
38.8k～39.2k

＜重点監視区間＞
37.6k～38.0k

工作物以外Ｂ

越水危険箇所（42.4k） 重点区間

堤体漏水、越水・溢水

（33.2k～33.6k+160m）重点区間

基礎地盤漏水、堤体漏水、越水・溢水

（33.4k+51m～34.4k+110m）

要注意区間

旧川跡（26.6k～26.8k+70m）

旧川跡（26.8k+70m～27.2k+90m）

旧川跡（27.2k+90m～27.2k+110m）

要注意区間

旧川跡（34.4k+90m～34.4k+180m）

旧川跡（34.4k+180m～35.0k+120m）

要注意区間

旧川跡（33.0k+140m～33.6k+150m）

要注意区間

破堤跡（29.6k+140m～29.8k+50m）

旧川跡（29.6k+140m～29.8k+40m）

要注意区間

旧川跡（34.8k+110m～35.0k+60m）

要注意区間

破堤跡（34.2k～34.4k）

今尾橋

養老町

輪之内町

32.0

31.0

30.0

27.0

26.0

工作物Ａ

牧排水ひ管（34.6k-55m）

工作物Ａ

大槫川水門（27.0k-75m）

工作物Ｂ

名神揖斐川橋（L34.6k+140m）

大垣市

海津市

工作物以外Ｂ

越水・溢水（27.6k+20m～29.4k）

堤体漏水（27.8k+28m～28.2k+15m）

越水危険箇所（28.4k）

越水・溢水（30.2k～30.4k）

堤体漏水（30.2k～30.4k）

越水・溢水（30.6k+143m～31.0k）

基礎地盤漏水（30.6k+143m～33.0k）

越水・溢水（31.2k+100m～32.0k+103.9m）

堤体漏水（31.8k+167m～32.6k）

越水・溢水（32.2k～32.6k）

越水・溢水（32.8k+50.6m～33.2k）

堤体漏水（32.8k+50.6m～33.6k）

越水・溢水（33.6k～33.8k）

堤体漏水（34.2k+107m～34.4k）

堤体漏水（34.6k+53m～35.0k）

工作物以外Ｂ

越水・溢水（32.4k+96m～32.6k）

越水危険箇所（32.6k）

基礎地盤漏水（32.8k～33.4k+58m）

堤体漏水（33.2k～34.6k）

越水・溢水（33.6k～33.8k）

越水・溢水（34.6k～35.6k）

35.0

24.8k

26.8k

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

令和4年度 揖斐川第二出張所管内重要水防箇所図②

牧田川（出）

下流

揖二(出)

下流

25.0k

牧田川（出）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（26.2k～26.4k+108.1m）

基礎地盤漏水（26.2k～26.4k+108.1m）

越水・溢水（26.4k+108.1m～26.6k+168m）

越水危険箇所（26.6k）

重点区間

堤防漏水、基礎地盤漏水

（26.0k+40m～26.4k）

破堤跡（26.0k+40m～26.0k+142.7m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（27.6k+20m～27.8k+28m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（29.4k～30.2k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（30.4k～31.8k+167m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（34.4k～34.6k+53m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（33.6k～34.2k+107m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（32.6k～32.8k+50.6m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（27.0k～27.6k）

＜重点監視区間＞
26.2k～26.6k

工作物以外Ｂ

堤体漏水（26.8k～27.6k+20m）

越水危険箇所（27.0k）

＜重点監視区間＞
27.2k～27.6k

要注意区間

破堤跡（26.0k+40m～26.2k-60m）

重点区間

堤体漏水（27.2k～27.6k）

工作物以外Ｂ

越水・溢水（27.6k～31.8k）

堤体漏水（27.8k～31.8k）

要注意区間

旧川跡（31.6k～32.8k+130m）

旧川跡（32.8k+130m～33.6k+50m）

要注意区間

旧川跡（34.6k+80m～34.8k+10m）

＜重点監視区間＞
30.8k～31.2k

＜重点監視区間＞
32.0k～32.4k
32.4k～32.8k

要注意区間

破堤跡（27.6k+130m～28.0k+90m）



11.0

養老町

大垣市

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（11.2k+80m～11.4k）

重点区間

堤体漏水、越水・溢水

（8.4k～9.0k-63m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水、越水・溢水

（9.4k+173m～10.0k+10m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（10.6k+80m～10.6k+110m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（10.6k+125m～10.6k+185m）

要注意区間

旧川跡（7.6k+190m～8.6k+50m）

要注意区間

旧川跡（12.0k～12.8k+30m）

要注意区間

旧川跡（10.2k+100m～10.4k+120m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（10.4k+100m～10.8k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（9.4k+101m～10.0k）

工作物Ｂ

多芸橋（L11.2k+62m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（13.4k+117m～15.6k+176m）

越水・溢水（13.4k+117m～13.8k）

越水・溢水（14.0k～15.2k）

水衝洗掘（14.2k+150m～14.4k+100m）

越水危険箇所（14.4k）

越水・溢水（15.4k～15.6k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（13.4k～15.4k+85m）

越水・溢水（13.4k～13.6k）

越水・溢水（14.2k～14.4k）

工作物以外Ｂ

越水・溢水（12.2k～13.2k）

堤体漏水（12.6k～13.2k）

越水危険箇所（12.8k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（9.0k～10.0k）

越水・溢水（9.0k～9.4k）

基礎地盤漏水（9.2k+99m～11.8k）

越水・溢水（9.6k～9.8k）

越水・溢水（10.0k～10.2k）

堤体漏水（10.2k～11.8k）

越水・溢水（11.4k～11.6k）

越水・溢水（11.8k～12.0k）

鳥江橋

養老鉄道
牧田川橋梁

8.0

養老町

15.6k+180

15.6k+176

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

令和4年度 牧田川出張所管内重要水防箇所図①

牧田

指定区間

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（11.2k～11.2k+40m）

＜重点監視区間＞
11.0k～11.4k

工作物Ｂ

高田橋（L10.2k+15m）

工作物以外Ｂ

越水・溢水（8.6k～8.8k）

基礎地盤漏水（8.8k～11.0k）

堤体漏水（9.0k+101m～9.4k+101m）

堤体漏水（10.0k～10.4k+100m）

越水・溢水（10.0k～10.2k）

堤体漏水（10.8k～12.4k）

基礎地盤漏水（11.2k～12.4k）

越水・溢水（11.4k+115m～11.6k）

越水・溢水（11.8k～12.0k）

越水危険箇所（12.0k）

越水・溢水（12.2k～13.2k）

工作物以外Ａ

基礎地盤漏水（11.0k～11.2k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（8.2k+76m～9.0k）

＜重点監視区間＞

8.6k～9.0k

＜重点監視区間＞
8.6k～9.0k

＜重点監視区間＞
9.2k～9.6k

養老JCT

東海環状
牧田川橋

工作物以外Ａ

堤体漏水（10.0k～10.2k）

工作物Ａ

埋没ひ管（15.4k+50m）

要注意区間

新堤防（13.8k～14.2k）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水、越水・溢水

（8.6k+100m～9.0k+77m）

工作物以外Ａ

越水・溢水（15.6k～15.6k+176m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（8.6k～9.0k+101m）

輪之内町

重点区間

堤体漏水、越水・溢水

（8.4k～9.0k-63m）

重点区間

水衝洗掘、堤体漏水

（6.6k+150m～6.6k+180m）

重点区間

堤体漏水、工事施工

（6.6k+130m～6.8k+190m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（0.4k+75m～0.8k）

要注意区間

旧川跡（4.4k～4.4k+100m）

旧川跡（4.4k+100m～5.0k+150m）

要注意区間

破堤跡（1.4k～1.8k+50m）

要注意区間

工事施工（ 6.6k+108.2m～6.8k+114.7m）

旧川跡（6.6k+130m～6.8k+190m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（0.4k～0.6k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（2.6k+119m～2.8k+191m）

基礎地盤漏水（2.8k+70m～2.8k+100m）

工作物Ａ

埋没ひ管（4.0k+130m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（4.8k～7.2k+144m）

水衝洗掘（6.6k+150m～6.6k+180m）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（0.4k～2.0k）

堤体漏水（0.6k～0.8k+121m）

堤体漏水（1.0k+36m～2.6k+119m）

養老町

大垣市

養老町

海津市

要注意区間

旧川跡（7.6k+190m～8.6k+50m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（8.2k+76m～9.0k）

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

令和4年度 牧田川出張所管内重要水防箇所図②

牧田川出張所

24.8k

揖斐川第２(出)

要注意区間（揖斐川）

破堤跡（26.0k+40m～26.2k-60m）

重点区間（揖斐川）

堤体漏水

（27.2k～27.6k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（2.8k+191m～8.2k+76m）

越水・溢水（3.6k+140m～4.4k+95m）

越水危険箇所（4.0k,4.4k）

基礎地盤漏水（4.2k～5.0k+35.3m）

越水・溢水（6.0k+72m～6.4k+58.4m）

越水・溢水（8.4k～8.6k）

重点区間（揖斐川）

堤体漏水（26.0k+40m～26.4k）

基礎地盤漏水（26.0k+40m～26.0k+142.7m）

工作物以外Ｂ（揖斐川）

堤体漏水（26.2k～26.4k+108.1m）

基礎地盤漏水（26.2k～26.4k+108.1m）

越水・溢水（26.4k+108.1m～26.6k+168m）

越水危険箇所（26.6k）

工作物以外Ｂ（揖斐川）

堤体漏水（27.2k～27.6k）

＜重点監視区間＞
4.6k～5.0k

工作物Ｂ

養老大橋（L5.0k+67m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（7.2k+144m～8.6k）

越水・溢水（7.4k～7.6k+110m）

工作物Ａ

金草川排水機ひ管（7.0k+7m）

＜重点監視区間＞
0.4k～0.8k

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水

（1.4k～1.8k+50m）

要注意区間

破堤跡（7.2k+75m～7.4k+45m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（0.8k+121m～1.0k+36m）



重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水、越水・溢水

（6.0k+30m～7.0k）

要注意区間

陸閘（8.8k）

工作物Ａ

塩田橋（L8.8k-10m）

大垣市

2.0

大垣市

3.0

要注意区間

越水・溢水（8.6k-50m～8.6k+70m）

陸閘（8.6k+50m付近）

要注意区間

旧川跡（5.0k～5.0k+180m）

要注意区間

越水・溢水（8.4k+50m～8.6k+50m）

陸閘（8.6k-125m付近）

陸閘（8.6k-22m付近）

要注意区間

旧川跡（8.2k+30m～8.2k+80m）

要注意区間

旧川跡（6.2k+150m～6.6k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（5.4k～7.0k）

基礎地盤漏水（5.8k+13.5m～6.2k+107m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（2.6k～3.2k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（7.6k+51.5m～8.8k）

越水・溢水（8.6k+60m～8.8k）

越水危険箇所（8.8k）

0.0

0.0k-179

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

令和4年度 揖斐川第二出張所管内重要水防箇所図 杭瀬川

揖二

揖一

指定区間

揖二

揖二

牧田

工作物以外Ｂ

堤体漏水（2.2k～2.4k）

4.0

工作物以外Ａ

堤体漏水（6.0k～6.4k）
＜重点監視区間＞
6.0k～6.4k
6.2k～6.6k

＜重点監視区間＞
7.8k～8.2k

工作物Ｂ

柳橋（L4.8k-10m）

工作物Ｂ

水都大橋（L6.6k+35m）

高淵橋

工作物以外Ａ

堤体漏水（3.4k～4.4k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（4.6k～5.0k+59.8m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（4.2k+84m～4.4k）

＜重点監視区間＞
4.2k～4.6k

＜重点監視区間＞
6.0k～6.4k

養老鉄道
杭瀬川橋梁

工作物以外Ｂ

堤体漏水（2.6k～4.2k+84m）

基礎地盤漏水（3.4k～5.0k）

越水・溢水（3.6k～4.2k+84m）

堤体漏水（4.4k～5.0k）

越水・溢水（4.8k～8.6k+60m）

越水危険箇所（5.0k,8.8k）

基礎地盤漏水（6.0k～6.8k+160.6m）

堤体漏水（6.8k+160.6m～7.6k+51.5m）

工作物以外Ａ

基礎地盤漏水（6.4k+100m～6.4k+140m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（2.2k～2.4k）

要注意区間

旧川跡（3.2k+160m～3.4k+30m）

要注意区間

旧川跡（5.4k+160m～5.6k+50m）

旧川跡（6.2k+50m～6.2k+130m）

要注意区間

旧川跡（2.0k+90m～2.4k+20m）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（0.0k～1.2k）

越水・溢水（0.0k～0.6k+97m）

堤体漏水（1.2k～1.8k+63m）

工作物以外Ａ

越水・溢水（8.6k+249.8m～8.8k）

越水危険箇所（8.8k）

要注意区間

陸閘（8.8k）

要注意区間

破堤跡（4.2k-40m～4.2k+160m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（3.2k～3.4k）

越水・溢水（3.2k～3.4k）

基礎地盤漏水（3.4k～5.8k+13.5m）

越水・溢水（3.6k～4.2k）

堤体漏水（4.4k～4.6k）

越水・溢水（4.8k～6.4k）

越水危険箇所（5.0k）

基礎地盤漏水（6.2k+107m～8.6k+249.8m）

越水・溢水（6.6k～8.6k+249.8m）

堤体漏水（7.0k～8.6k+249.8m）

令和4年度 揖斐川第一出張所管内重要水防箇所図
根尾川①

6.0

9.0

薮川橋

大野橋

工作物以外Ｂ

水衝洗掘（9.0k～9.6k+44m）

堤体漏水（9.2k～10.8k）

要注意区間

旧川跡（6.2k+60m～7.4k+110m）

要注意区間

旧川跡（9.2k+70m～11.0k）

破堤跡（9.4k-120m～9.4k）

要注意区間

破堤跡（9.0k～9.0k+130m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（5.6k～6.2k）

工作物Ａ

山口ひ管（12.0k+85m）

工作物以外Ａ

水衝洗掘

（10.8k+160m～10.8k+190m付近）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水、越水・溢水

（12.0k-80m～12.0k+40m）

要注意区間

旧川跡（9.0k+160m～9.6k+190m）

要注意区間

水衝洗掘（9.8k～10.0k+50m）

要注意区間

旧川跡（10.0k+180m～10.8k）

要注意区間

旧川跡（11.4k+60m～11.6k）

大野町

本巣市

12.0k+132
12.0k+177

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

揖一

指定区間

＜重点監視区間＞
5.0k～5.4k

工作物以外Ｂ

堤体漏水（11.4k～12.0k+177m）

基礎地盤漏水（11.4k～11.8k）

越水・溢水（11.8k～12.0k+177m）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（6.2k～8.8k）

堤体漏水（7.0k～7.4k）

堤体漏水（8.8k～9.6k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（4.4k～5.0k）

基礎地盤漏水（4.6k～5.0k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（4.0k+100m～4.8k+109m）

越水・溢水（4.6k～4.8k+109m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（4.8k+109m～5.6k）

＜重点監視区間＞
9.4k～9.8k

工作物以外Ｂ

越水・溢水（4.6k～5.2k）

堤体漏水（5.0k～5.2k）

揖斐川第一出張所

工作物以外Ｂ

越水・溢水（11.0k～11.2k+49m）

工作物以外Ａ

基礎地盤漏水（11.8k～12.0k+177m）



瑞穂市

2.0

工作物Ａ

菱野川用水ひ管（0.4k+55m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（2.6k～3.4k+100m）

基礎地盤漏水（3.0k+143.5m～3.4k+100m）

要注意区間

旧川跡（2.4k+20m～2.6k+160m）

旧川跡（2.6k+160m～3.0k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（0.4k～1.2k）

要注意区間

旧川跡（0.4k+160m～1.0k）

要注意区間

旧川跡（1.0k+30m～4.6k+190m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（3.6k～4.0k+100m）

基礎地盤漏水（4.0k+40m～4.0k+100m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（2.8k+113m～3.6k）

基礎地盤漏水（2.8k+113m～4.6k）

水衝洗掘（4.0k+45m～4.2k-45m）

堤体漏水（4.0k+100m～4.8k+109m）

越水・溢水（4.6k～4.8k+109m）

本巣市

神戸町

大野町

0.0k+400

重点区間

要注意区間

工作物以外Ａ

工作物以外Ｂ

工作物Ａ

工作物Ｂ

凡 例

令和4年度 揖斐川第一出張所管内重要水防箇所図
根尾川②

揖一

工作物以外Ｂ

水衝洗掘（0.0k～0.0k+70m）

堤体漏水（0.0k～0.2k）

要注意区間

旧川跡 (0.0k～0.0k+60m)

要注意区間（揖斐川）

旧川跡（45.2k+170m～46.0k）

工作物Ｂ

根尾川大橋（L3.0k-10m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（0.2k～1.6k）

基礎地盤漏水（0.2k～2.0k+119.6m）

越水・溢水（1.4k～2.0k+119.6m）

水衝洗掘（1.4k+120m～1.6k）

越水危険箇所（2.0k）

堤体漏水（2.0k119.6m～2.2k+3.1m）

工作物以外Ｂ（揖斐川）

堤体漏水（43.6k～44.8k）

越水危険箇所（44.4k）

工作物以外Ｂ（揖斐川）

堤体漏水（45.2k+96m～45.4k）

水衝洗掘（45.2k+150m～45.6k+90m）

堤体漏水（45.6k～46.0k+160m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（1.2k～2.0k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（4.4k～5.0k）

基礎地盤漏水（4.6k～5.0k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（1.6k～2.0k+119.6m）

＜重点監視区間＞
1.6k～2.0k

＜重点監視区間＞
3.4k～3.8k

＜重点監視区間＞
1.0k～1.4k

工作物以外Ｂ

越水・溢水（3.2k～3.8k）

越水危険箇所（3.8k）

堤体漏水（3.4k+100m～4.4k）

基礎地盤漏水（3.4k+100m～4.6k）

越水・溢水（4.6k～5.2k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（2.0k～2.6k）

越水・溢水（2.4k～3.0k+6.9m）

工作物以外Ｂ

越水・溢水（1.4k～1.8k+89m）

越水危険箇所（1.8k）

要注意区間（揖斐川）

旧川跡（43.0k～43.4k+20m）

0.0k+400

工作物以外Ａ（揖斐川）

堤体漏水（44.8k～45.2k+96m）




