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1.河川の概要

天塩川は その源を北見山地の天塩岳（標高1 558m）に発天塩川は、その源を北見山地の天塩岳（標高1,558m）に発
し、士別市及び名寄市で剣淵川、風連別川、名寄川等の支川
を合流し、山間の平地と狭窄部を蛇行しながら流下して中川
町に至り、さらに天塩平野に入って問寒別川等の支川を合わ
せて天塩町において日本海に注ぐ、幹川流路延長 256km、流
域面積 5,590㎢の一級河川です。
天塩川流域は、北海道北部にあって南北に細長い羽状形を

呈し、上川、留萌、宗谷地方にまたがる３市８町１村からな
り、流域内には約８万人（平成22年国勢調査）が生活してい
ます。また、流域人口の約64％が名寄市と士別市に居住するます。また、流域人口の約64％が名寄市と士別市に居住する
等、上流域に人口が集中しています。名寄河川事務所では中
川町から士別市に至る約260kmの本支川を維持管理していま
す。

日本海日本海
名寄河川事務所

旭川市

札幌市

太平洋



2-1.堤防除草
2.河川管理

洪水時、堤防が安全に機能する為には、ひび割れや動物の巣穴などの危険
な兆候を日頃から点検し補修する必要があります。堤防除草はこうした危険箇
所の点検を行うために実施しています

■堤防延長（左右岸） 約 260km コスト縮減の取組み

所の点検を行うために実施しています。

■延べ除草面積 約9,440千㎡ 堤防除草で発生する刈草は、リサイクル
の推進、コスト削減の観点から、自治体や関
係機関へ無料提供し、堆肥化などの有効活
用を図っています。用を図っています。

実施後実施前

ハンドガイド式機械による除草大型機械による除草 肩掛式による除草



2-2.施設点検（堤防、樋門、排水機場）

天塩川上流では172ヶ所の樋門管が設置され、それらの機能を万全にするため
出水期前に点検整備を行っています。
また 河川利用者のための安全利用点検も行っています

堤防点検
堤防点検は、堤防に異常が無いか天塩川上流の管理区間約260kmを出水期

前に事務所職員が実施しています。
械

樋門・排水機場点検

また、河川利用者のための安全利用点検も行っています。

機械設備を伴う河川管理施設（水門、
樋門・樋菅、排水機場等）の信頼性確保、
機能維持のため年間を通じ定期点検、
運転点検及び臨時点検を実施していま
す。す。

・樋門 172ヶ所
・救急内水排水機場 5ヶ所
・豊栄排水機場 1ヶ所

安全利用点検

安全利用点検は、河川利用が多くなる前に、危険箇所が無いか状況把握
と注意看板等の確認を行っています。

・豊栄排水機場 1ヶ所



2-3.河川巡視

河川巡視は、定期的、計画的に
河川を巡回し 異常や変化が無い

一般巡視

河川を巡回し、異常や変化が無い
か把握するために行います。

河道、河川管理施設及び許可工
作物の状況把握 河川区域におけ作物の状況把握、河川区域におけ
る不法行為の発見、河川空間の利
用に関する情報収集、河川の自然
環境に関する情報収集を目的とし

タブレットを用いた巡視 タブレットによる写真撮影
環境に関する情報収集を目的とし
て行っています。

また、このような一般巡視の外
に、境界杭の確認や河川構造物の 目的別巡視に、境界杭の確認や河川構造物の
点検など、目的を特定した目的別
巡視も行っています。

巡視は週３回を基本とし、夏期
は138日、冬期は50日、のべ185日
行いました。

境界杭の確認 コンクリートの劣化状況確認



2-4.流木処理・塵芥処理

洪水時に流下・漂着した流木や塵芥は、橋脚部に堆積するなど構造物に
悪影響を及ぼす可能性があるほか、沿岸域で漁網被害や船舶の航行の支障
になるため、適宜、回収･処分を行っています。になるため、適宜、回収 処分を行っています。

流木処理塵芥処理

実施前 実施後

実施後実施前



3-1.
3-1.Ｈ２６．８出水の概要（H26.8.8旭川開発建設部出水

3.危機管理

速報より）
台風第１２号から変わった低気圧が、８月４日夜に前線を伴い日本海中部へ進み、５日の

日中には北海道付近を通過しました この低気圧や前線に向かって南から暖かく湿った空気日中には北海道付近を通過しました。この低気圧や前線に向かって南から暖かく湿った空気
が入り、大気の状態が非常に不安定となりました。上川・留萌地方においては、下川サンル
地点で、４日１８時から５日１５時までの総雨量が２１２ミリとなる等の大雨となりました。天塩
川上流域においても全水位観測所１２箇所の内、はん濫危険水位超過２箇所、はん濫注意川上流域においても全水位観測所 箇所の内、はん濫危険水位超過 箇所、はん濫注意
水位超過８箇所、水防団待機水位超過１箇所、合計１１箇所の水位観測所において基準水
位を上回る水位を記録しました。



3-1.
3-2. 災害対策車の出動状況

3.危機管理

名寄河川事務所には、0.5m3/s級の排水ポンプ車2台、照明車1台の災害対策車が

配置されています。出水時、自治体から派遣要請を受けると出動し、要請が多い場合
は道内各地から応援出動します。H26.8出水では旭川、札幌、帯広から応援出動し、は道内各地から応援出動します。H26.8出水では旭川、札幌、帯広から応援出動し、
全8ヶ所で内水排除を行いました。

稼働場所 稼働開始時間 稼働終了時間

筬島樋門（天塩川） 5日9:40 6日15:05

智恵文10線樋門（天塩川） 5日9:10 5日15:00智恵文10線樋門（天塩川） 5日9:10 5日15:00

中名寄1線樋門（名寄川） 5日17:20 6日6:35

恩根内樋門（ 塩川）恩根内樋門（天塩川） 5日23:10 6日10:00

上名寄16線樋門（名寄川） 5日15:45 5日23:00

茨内樋門（天塩川） 6日4:35 6日14:00

恩根内左岸大手15線樋門（天塩川） 5日22:00 5日23:00

恩根内左岸樋門（天塩川） 6日0:40 6日3:20



3-3.排水機場等運転状況

特に内水被害が多い地域には排水機場が整備され、洪水時に内水排除を行います。
H26.8洪水では全6ヶ所で内水排除を行いました。

豊栄排水機場旭東救急内水排水場内淵救急内水排水場

名称 稼働開始時刻 稼働終了時刻名称 稼働開始時刻 稼働終 時刻

豊栄排水機場 5日9:50 5日23:40

内淵救急内水排水機場 5日6:25 6日6:40

旭東救急内水排水機場 5日13:40 5日18:35

美深６線救急内水排水機場 5日19:50 5日23:10

美深９線救急内水排水機場 5日10 40 6日10 30美深９線救急内水排水機場 5日10:40 6日10:30

音威子府救急内水排水機場 5日6:37 6日11:54



3-4.災害時のラジコンヘリの活用

H26 8 5の出水時に ラジコンH26.8.5の出水時に、ラジコン

ヘリを用いた空撮を試みました。
航空機や有人ヘリに比べ、低コ
ストで迅速な撮影が可能となりストで迅速な撮影が可能となり
災害時の状況把握に効果的と
考えます。



3-5.地域防災力向上

名寄河川事務所では、地域防災や自主防

災 意識を養う とを目的とし 川町在住者

水防学習・研修会 水質事故対策訓練

油漏れ等水質事故を想定した訓練を、災害

協定会社 市町村 消防 旭川建設管理部な災の意識を養うことを目的とし、下川町在住者
を対象に「水防研修会」を開催しました。

また、小学生を対象に水防の基礎知識を身
につけてもらうことを目的とした「水防学習会」
を 下川町 中川町で開催しました

協定会社、市町村、消防、旭川建設管理部な
ど約６０名が参加し行いました。

水質事故の油処理方法（油の種類や特性な
ど）についての講習、名寄川橋梁下流ではオ
イルマット設置訓練を行いましたを、下川町・中川町で開催しました。 イルマット設置訓練を行いました。

水防研修会
図上訓練

水防研修会
ロープワーク

油回収の実験 オイルフェンス設置

水防学習会
降雨体験

水防学習会
図上訓練

吸着剤設置訓練 疑似油の回収訓練



4-1.勉強会（結氷勉強会・サケ産卵床勉強会）
4.技術力向上

天塩川の中下流部では冬期間完全に結
氷します 最も気温の下がる1月 2月には晶氷します。最も気温の下がる1月、2月には晶

氷と呼ばれる細かい氷の結晶が川を流下し、
それが原因で取水障害やアイスジャムによ
る急激な水位上昇をもたらすことがあるのでる急激な水位上昇をもたらすことがあるので、
結氷メカニズムに詳しい北見工業大学の吉
川助教を招き、利水者も交え勉強会を開催し
ました。ました。

天塩川ではサケ稚魚の人工放流がされ天塩川ではサケ稚魚の人工放流がされ
ていますが、わずかながら放流以外の天然
のサケも確認されています。河道掘削後、
サケの産卵床が創出される場合があるのサケの産卵床が創出される場合があるの
で、サケ産卵床の水理構造を研究している
寒地土木研究所の矢野研究員を招き、サ
ケの産卵床に関する勉強会を開催しましたケの産卵床に関する勉強会を開催しました。



4-2.融雪期の油事故防止の取り組み
日時 実施内容 行政関係者

市民、

事業者等

Ｈ26年5月2日

災害時の協定会社（建設、コンサル）連絡会

議（連絡体制、水防資機材情報共有化、油流 9 32

北海道では融雪期の3,4月に油事故が多く

発生する傾向があり、融雪期はサケ・マス稚
魚の降海時期と重なります。灯油は生物への

出事故防止、油膜回収技術、油処理剤）

Ｈ26年5月21日

水防連絡協議会名寄地方部会（重要水防箇所、

緊急時連絡先、水防資機材配備状況等の周知、

油流出事故防止、油膜回収技術、油処理剤）

40 －

魚の降海時期と重なります。灯油は 物 の
毒性が強く、稚魚への影響が懸念されます。

油事故防止の意識を高めることは重要であ
り、名寄河川事務所では、行政、建設会社、
事業者向けに油事故防止、油事故対策技術

Ｈ26年6月3日

上川総合振興局美深出張所での危機管理情報

共有会議における情報提供（油流出事故防止、

油膜回収技術、油処理剤、オジロワシ保全）

24 -

Ｈ26年6月9日
美深危険物安全協会にて油流出事故防止、油

1 35

事業者向け 油事故防 、油事故対策技術
の啓発活動を開始しています。

Ｈ26年6月9日
膜回収技術、油処理剤

1 35

Ｈ26年6月25日
工事安全連絡協議会（オジロワシ保全、油流

出事故防止、油膜回収技術、油処理剤）
9 11

天塩川上流管内 者事業連携会議（道路 河

Ｈ26年7月11日

天塩川上流管内４者事業連携会議（道路、河

川、ダム、農業）

（オジロワシ保全、油流出事故防止、油膜回

収技術、油処理剤）

51 －

出前講座名寄農業普及センター（洪水災害、

9/5 出前講座
（名寄農業普及センター）

5/2 災害協定会社連絡会議

Ｈ26年9月5日
出前講座名寄農業普及センタ （洪水災害、

油流出事故防止、油膜回収技術、油処理剤）
10 －

Ｈ26年10月7日
名寄川水質事故対応訓練（油流出事故防止、

油膜回収技術、油処理剤）
66 54

Ｈ26年11月4日

出前講座（消防危険物取り扱い責任者研修

会）治水、油流出事故防止、油膜回収技術、

油処理剤

1 40

11/4 出前講座（名寄消防）6/9 美深危険物安全協会



4-3.破堤時の訓練

洪水や地震で堤防が決壊・損壊した場合を想定し、保有している水防資機材、運
搬ルートなどの現場情報をもとに、最適な応急復旧工法の選択について、災害協定
会社 関係自治体などの関係機関と意見交換を行いました会社、関係自治体などの関係機関と意見交換を行いました。

【実施日】【実施日】
平成26年7月24日（木）
【参加者】
災害協定会社・関係自治体

防災 キ パ ト 旭川開発防災エキスパート・旭川開発
建設部
【実施内容】
意見交換会・現地意見交換会意見交換会 現地意見交換会

iRIC
ここで使用した氾濫シミュレーションソフ

トは北大の清水教授らが無料で公開して
いるiRICソフトウェア群の1つ
Nays2DFlood(ver.5)を使用しました。このソ

屋内での意見交換会 破堤策定現場の現地立会

フトには氾濫解析に加え、樋門、カルバー
ト、ポンプ等の排水効果が考慮されていま
す。



5.おわりに

名寄河川事務所では天塩川の自然環境のより良い保全名寄河川事務所では天塩川の自然環境のより良い保全
の為、学識経験者の助言を得ながら、河川整備、維持管理
を行っています。を行っています。

何かお気づきの点がありましたら、ご連絡ください。

国土交通省 htt // lit j /国土交通省 http://www.mlit.go.jp/

北海道開発局 http://www hkd mlit go jp/北海道開発局 http://www.hkd.mlit.go.jp/

旭川開発建設部 http://www as hkd mlit go jp/旭川開発建設部 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/

名寄河川事務所 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/topics/005 nayoro/名寄河川事務所 http://www.as.hkd.mlit.go.jp/chisui04/topics/005_nayoro/

国土交通省北海道開発局 旭川開発建設部 名寄河川事務所
〒096 0016北海道名寄市西6条南9丁目〒096‐0016 北海道名寄市西6条南9丁目
TEL：01654‐3‐3177（代表）


