
要注意区間

陸閘（63.0k+22m）

陸閘（63.2k+15m）

陸閘（63.6k+36m）

陸閘（63.6k+161m）

要注意区間

越水・溢水（65.8k-50m～65.8k+50m）

可児市

一色橋

64.0

犬山市

坂祝町

美濃加茂市

70.0

70.4k+250 70.4k+300

要注意区間

越水・溢水（69.2k+100m～69.4k+150m）

要注意区間

陸閘（68.0k+12m）

陸閘（68.0k+178m）

陸閘（68.4k）

陸閘（68.6k+106m）

陸閘（69.0k+15m）

要注意区間

陸閘（66.6k+140m）

陸閘（67.0k+18m）

陸閘（67.0k+117m）

陸閘（67.2k+59m）

陸閘（67.4k+6m）

陸閘（67.6k）

陸閘（67.6k+92m）

陸閘（67.6k+181m）

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 木曽川第一出張所管内重要水防箇所図①

木一

指定区間

工作物以外Ｂ（一色派川）

堤体漏水（I0.0k+100m～I0.2k）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（62.4k+113m～69.2k）

越水・溢水(66.6k～66.8k)

堤体漏水（66.8k～67.0km）

越水危険箇所（66.2k,66.8k）

太田橋

中濃大橋

工作物以外Ｂ

堤体漏水（66.4k-161m～66.4k）

越水・溢水（66.4k～66.6k）

越水危険箇所（66.8k）

要注意区間

（堤防高）（58.0k～58.2k+100m）

要注意区間

越水・溢水（57.0k-100m～57.0k+80m）

工作物以外Ａ

越水・溢水（56.4k～56.6k+162m）

越水危険箇所（56.6k）

犬山市

56.0

58.0

59.0

60.0

61.0

57.0

55.0

各務原市

坂祝町

名鉄犬山橋

新犬山橋

63.0

重点区間

越水・溢水、堤体漏水（57.0k～57.0k+35m）

重点区間

越水・溢水、堤体漏水（57.2k～57.6k）

要注意区間

破堤跡（54.8k+70m～55.0k+30m）

要注意区間

越水・溢水（61.4k-50m～61.6k+50m）

要注意区間

陸閘（62.4k+10m）

要注意区間

陸閘（62.8k+35m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（59.8k+115m～60.8k+103m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（58.2k-84m～58.4k+50m）

越水危険箇所（58.2k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（55.8k～57.8k+88m）

越水・溢水（56.2k+145m～56.4k）

越水・溢水（56.6k+162m～57.0k+118m）

越水・溢水（57.2k～57.6k）

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

工作物以外Ａ

越水・溢水（57.0k-160m～57.0k+35m）

工作物以外Ａ

越水・溢水（59.8k+115m～60.8k+103m)

工作物以外Ｂ

堤体漏水（55.8k～57.0k+35m）

越水・溢水（56.2k～56.6k+127m）

越水危険箇所（56.6k,57.2k）

要注意区間

陸閘（57.4k+65m）

陸閘（57.4k+79m）

陸閘（57.4k+131m）

陸閘（57.4k+145m）

陸閘（57.4k+196m）

陸閘（57.6k+87m）

陸閘（57.6k+98m）

令和4年度 木曽川第一出張所管内重要水防箇所図②

工作物以外Ｂ

堤体漏水（55.2k～55.4k）

工作物以外Ｂ

越水危険箇所（62.2k）

重点区間

堤体漏水、（堤防高：要注意区間）（58.2k-84m～58.2k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（62.2k-83m～62.4k+113m）

基礎地盤漏水（62.4k+113m～69.2k）

工作物以外Ａ

越水・溢水（62.2k～62.4k+113m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（59.4k+107.9m～59.8k+1m）

重点区間

越水・溢水、堤堤体漏水（60.0k～60.4k）



工作物以外Ｂ

堤体漏水（51.8k～53.0k+114m）

基礎地盤漏水（51.8k～53.0k+114m）

越水・溢水（52.0k～53.0k+114m）

越水危険箇所（52.8k）

要注意区間

旧川跡（50.2k+30m～52.6k+50m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（47.4k～49.4k+165m）

基礎地盤漏水(47.4k～49.4k+165m)

江南市

S8.0

49.0

50.0

51.0

愛岐大橋

53.0

54.0

各務原市

扶桑町

要注意区間

旧川跡（49.6k～51.4k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（48.8k+109m～50.0k）

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

要注意区間（南派川）

旧川跡（S4.8k～S8.0k）

令和4年度 木曽川第一出張所管内重要水防箇所図③

工作物Ｂ（南派川）

神明小網橋（LS6.4k+100m）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（49.6k+158m～54.4k）

堤体漏水(51.0k～54.4k)

越水危険箇所（52.8k,53.0k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（47.8k～48.8k+109m）

工作物以外Ｂ（南派川:左岸）

堤体漏水（S5.4k～S6.8k）

基礎地盤漏水（S5.4k～S7.4k）

工作物以外Ｂ（南派川:右岸）

基礎地盤漏水（S4.2k～S7.4k）

＜重点監視区間＞
52.6k～53.0k

＜重点監視区間＞
53.2k～53.6k

＜重点監視区間＞
48.6k～49.0k

＜重点監視区間＞
52.0k～52.6k

要注意区間

水衝洗掘（53.4k～54.2k）

48.0
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工作物以外Ｂ

越水危険箇所（40.0k,41.2k）

水衝洗掘（40.6k+100m～40.8k+20m）

堤体漏水（41.0k～41.2k）

水衝洗掘（41.0k+130m～41.6k+5m）

堤体漏水（41.4k～41.8k)

重点区間

基礎地盤漏水、水衝洗掘、旧川跡

（40.6k+100m～40.8k+20m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（43.2k～44.2k+102m）

越水・溢水(43.6k～44.0k)

工作物以外Ｂ

堤体漏水（47.4k～49.4k+165m）

基礎地盤漏水(47.4k～49.4k+165m)

一宮市

43.0

N0.0

笠松町

各務原市

江南市

要注意区間

旧川跡（40.8k～43.2k）

水衝洗掘（41.6k+5m～41.6k+190m）

水衝洗掘（41.6k+190m～41.8k+200m）

水衝洗掘（42.0k+102m～42.4k+170m）

破堤跡（43.0k-80m～43.0k-30m）

要注意区間

越水・溢水（46.6k+70m～46.8k-50m）

要注意区間

旧川跡（46.8k～47.4k）

工作物以外Ｂ

越水・溢水（44.0k～44.2k+102m）

越水危険箇所（44.2k）

基礎地盤漏水（44.2k+102m～45.6k+18.9m）

越水・溢水（45.4k+132.6m～45.6k+18.9m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（46.0k+52.1m～47.8k）

基礎地盤漏水（46.6k～47.8k）

工作物Ｂ

名鉄木曽川橋（L40.8k+35m）

要注意区間

旧川跡（40.8k+100m～41.2k+60m）

S5.0

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

要注意区間

旧川跡（36.8k+120m～40.4k）

工作物Ｂ

県道木曽川橋（L40.0k-42m）

木曽川第一出張所

木二

木一

工作物以外Ｂ（北派川:左岸）

越水・溢水（N2.0k+59m～N2.2k+66m）

工作物以外Ｂ（南派川:左岸）

堤体漏水（S5.4k～S6.8k）

基礎地盤漏水（S5.4k～S7.4k）

工作物以外Ｂ（南派川:右岸）

基礎地盤漏水（S4.2k～S7.4k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（40.6k～40.8k）

越水危険箇所（40.8k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（40.2k～40.4k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（41.2k～41.4k）

堤体漏水（41.6k～41.8k）

水衝洗掘(41.8k-50m～42.4k+170m)

基礎地盤漏水(42.0k～43.2k)

工作物以外Ｂ

水衝洗掘（42.8k～43.0k-50m）

越水危険箇所（43.4k,43.8k）

工作物以外Ａ

堤体漏水（41.2k～41.4k）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（44.2k～46.0k+52.1m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（47.8k～48.8k+109m）

＜重点監視区間＞
40.2k～40.6k

＜重点監視区間＞
42.4k～42.8k

＜重点監視区間＞
左岸：S3.8k～S4.2k

＜重点監視区間＞
N0.6k～N1.0k

工作物以外Ｂ（南派川:右岸）

堤体漏水（S0.4k～S0.8k）

基礎地盤漏水（S0.8k～S2.0k）

＜重点監視区間＞
左右岸：S4.4k～S4.8k

工作物以外Ｂ（北派川:右岸）

堤体漏水（N0.2k～N1.0k）

堤体漏水（N1.2k～N1.6k+114m）

堤体漏水（N1.8k～N2.8k）

工作物以外Ａ（南派川:右岸）

越水・溢水(S0.6k～S1.0k+9.7)

要注意区間（南派川）

旧川跡（S0.6k～S4.8k）

旧川跡（S4.8k～S8.0k）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水、水衝洗掘

（41.8k-50m～42.4k+170m）

工作物以外Ｂ（南派川:左岸）

堤体漏水（S0.8k～S4.6k）

基礎地盤漏水（S0.8k～S4.6k）

39.8k+115

40.0k+70

工作物以外Ｂ（北派川:左岸）

堤体漏水（N0.2k～N0.6k）

48.0

＜重点監視区間＞
40.0k～40.4k

要注意区間(北派川)

旧川跡（N0.6k-100m～N1.8k）

工作物以外Ｂ

水衝洗掘（46.8k～47.0k）



要注意区間

旧川跡（33.4k+70m～36.4k+190m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水（36.4k～37.0k+70m）

重点区間

陸閘（34.2k+8m）

要注意区間

旧川跡（36.8k+120m～40.4k）

重点区間

陸閘（33.6k-25m）

要注意区間

陸閘（33.6k-25m）

陸閘（34.0k+46m）

陸閘（34.0k+98m）

陸閘（34.0k+105m）

陸閘（34.2k+8m）

陸閘（34.2k+151m）

陸閘（34.4k+33m）

陸閘（34.4k+40m）

陸閘（34.6k+104m）

陸閘（34.8k+25m）

陸閘（34.8k+32m）

陸閘（35.0k+35m）

陸閘（35.0k+42m）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（32.4k+108m～36.6k）

堤体漏水(33.2k+144m～35.0k)

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（36.2k～41.0k）

堤体漏水（37.8k～38.0k）

越水危険箇所（40.0k）

工作物Ｂ

県道木曽川橋（L40.0k-42m）

濃尾大橋

36.0 一宮市

35.0

34.0

33.0

羽島市

尾濃大橋

37.0

38.0

39.0

40.0k+70

39.8k+115

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
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木二

木一
木二

木一

木曽川第二出張所

重点区間

堤体漏水・基礎地盤漏水

（37.2k+50m～38.0k+50m） 工作物以外Ｂ

堤体漏水（36.8k～37.6k）

堤体漏水（37.8k～39.0k+90m）

基礎地盤漏水(39.0k+90m～39.8k)

堤体漏水(39.8k～40.0k+107m)

40.0

工作物以外Ｂ

堤体漏水（32.2k～33.4k）

基礎地盤漏水(32.4k～33.4k)

＜重点監視区間＞
37.2k～37.6k

工作物以外Ａ

堤体漏水（36.2k～37.8k）

要注意区間

破堤跡（32.6k～32.8k）

重点区間

堤体漏水（31.0k～31.2k+180m）

要注意区間

旧川跡（30.8k+120m～32.6k+100m）

重点区間

水衝洗掘（31.6k～32.0k+80m）

重点区間

基礎地盤漏水、水衝・洗掘

（30.2k+70m～30.4k+50m）

重点区間

堤体漏水、基礎地盤漏水（29.4k～30.2k）

要注意区間

旧川跡（27.2k～27.4k-10m）

要注意区間

旧川跡（26.0k+30m～26.0k+120m）

要注意区間

破堤跡（25.4k+50m～25.4k+150m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（26.2k+107m～29.2k）

越水危険箇所（26.8k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（24.0k～25.6k）

基礎地盤漏水(24.2k～25.4k)

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（22.8k+90m～23.4k）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（29.6k～30.0k）

基礎地盤漏水（29.8k+80m～30.8k）

水衝洗掘(30.2k+70m～30.4k+27m)

堤体漏水(30.4k～30.8k)

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（24.4k～27.2k）

堤体漏水(25.2k～27.2k)

一宮市

馬飼大橋

26.0

27.0

29.0

新幹線木曽川橋

名神木曽川橋

羽島市

稲沢市

23.0k

24.4k

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

木曽川第二出張所

令和4年度 木曽川第二出張所管内重要水防箇所図②

下流

木二

木二

下流

工作物以外Ａ

堤体漏水（22.8k+90m～23.6k+100m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（25.6k～26.2k+107m）

工作物以外Ａ

堤体漏水（30.8k～31.4k）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（28.6k～29.8k)

工作物以外Ｂ

水衝洗掘（31.6k～32.0k+80m）

堤体漏水（32.2k～33.4k）

基礎地盤漏水(32.4k～33.4k)

＜重点監視区間＞
23.0k～23.4k

＜重点監視区間＞
25.0k～25.4k

＜重点監視区間＞
25.0k～25.4k

工作物以外Ａ

堤体漏水（29.2k～29.6k）

工作物以外Ｂ

基礎地盤漏水（32.4k+108m～36.6k）

堤体漏水(32.8k～33.0k)

工作物以外Ａ

堤体漏水（30.0k～30.2k+30m）

工作物以外Ｂ

越水危険箇所（27.6k）

要注意区間

旧川跡（24.0k+140m～25.0k+140m）

要注意区間

破堤跡（28.4k+50m～28.4k+160m）

要注意区間

旧川跡（27.6k+100m～28.2k+20m）

工作物以外Ｂ

堤体漏水（30.0k～30.2k）

重点区間

堤体漏水（25.8k+135m～26.0k）




