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１.河川維持管理



1-1 河川巡視 ～ パトロールを定期的に実施 ～

堤防・樋管などの河川管理施設に異常がないか、河川区域内で
の危険・不法行為（ゴミ投棄、不法占用、不法耕作など）の発見、
自然環境に関する情報収集を目的に車両等を用いて巡回する「一
般巡視」を行っています。また、詳細な状況を把握するため、目
的や場所を絞り巡回する「目的別巡視」を行っています。

一般巡視：４月～ 翌年３月 週２回以上

目的別巡視：夜間巡視 月２回、河川施設点検 随時

出水時点検：氾濫注意水位以上を観測した後

臨時点検 ：震度５以上の地震後

◇令和元年度 実施回数(１河川当たり)

一般巡視 １０５回 (目的別巡視含む)、夜間巡視１６回

【常願寺川】 管理延長 ： ２１．５ｋｍ

【庄川】 管理延長 ： ２６．１ｋｍ

一般巡視(定期パトロール)

目的別巡視(不法投棄物処理)

目的別巡視(護岸点検)

一般巡視(夜間巡視)

目的別巡視(河川管理施設点検)

一般巡視(定期パトロール)



1-2 重要水防箇所 巡視点検 ～洪水に備え、水防関係者による点検 ～

富山河川国道事務所水防連絡会※1では、洪水期を前に、国が所
管する県内４河川（常願寺川、神通川、庄川、小矢部川）につい
て、関係水防機関（国、県、関係市町村、水防団等）、災害協定
会社及び地域住民の方々と合同巡視を行います。洪水時に危険と
なる区間や水防倉庫の資材の備蓄状況の確認を行い、水防活動に
万全を期すことを目的としています。

◇実施結果
常願寺川・神通川：令和元年６月１２日実施
庄川・小矢部川 ：令和元年６月１３日実施

常願寺川 富山市朝日地先

※１富山河川国道事務所水防連絡会 加盟団体 ２２機関

富山市、高岡市、砺波市、小矢部市、射水市、立山町、舟橋村

富山県 土木部河川課、農林水産部農村整備課、企業局電気課

富山土木センター、富山土木センター立山土木事務所

高岡土木センター、高岡土木センター小矢部土木事務所

砺波土木センター

西日本旅客鉄道(株)金沢支社、あいの風とやま鉄道

北陸電力(株)、電源開発(株)中部支店

関西電力(株)水力事業本部庄川水力センター

富山地方気象台、富山河川国道事務所

神通川 富山市青島地先

庄川 高岡市戸出徳一地先 小矢部川 高岡市荒屋敷地先



1-3 安全利用点検 ～ 河川施設を安全に利用するための点検 ～

富山河川国道事務所では、安心して河川に接することのでき
る施設整備を目指しています。水辺を利用する機会が増える
ゴールデンウイークや夏休み前に、大勢の人が集まる場所を中
心に、危険な箇所はないか、安全に利用できるようになってい
るか等の確認を公園管理者である地域の自治体などと合同で行
います。

小矢部川

小矢部川 神通川 神通川

◇利用状況
野球、サッカー、ゲートボール、散歩、魚釣り、花火大会など
◇実施結果
ゴールデンウイーク前：令和元年4月9日～12日
夏 休 み 前 ：令和元年6月24日～27日



1-4 職員による堤防点検 ～職員による河川点検を実施 ～

【神通川・井田川・熊野川】

“職員による河川合同点検”を実施しました。
堤防点検業務の成果と現地を見比べながら、堤防や護岸等
に異常がないか確認をします。

◇令和元年度 実施結果

神通川・井田川・熊野川 ：令和元年１０月９日実施



1-5 許可工作物 立入検査 ～許可施設を検査 ～

河川区域内の許可工作物(橋梁、取水施設、発電用ダム

等) は、河川法第７８条に基づき、河川管理者が立ち入り

検査を随時行っています。

◇主な施設点検
辻ヶ堂排水樋管
有沢橋
角川ダム
加越能鉄道
ゼオン橋
御母衣ダム

令和1年5月21日
令和1年6月 3日
令和1年6月 6日
令和1年5月29日
令和1年5月21日
令和1年6月18日

【常願寺川】

加越能鉄道橋

辻ヶ堂排水樋管 有沢橋

【神通川】

【庄川】 【小矢部川】

ゼオン橋 御母衣ダム

角川ダム



1-6 雨量・水位観測所点検 ～出水期前、機器の動作チェック ～

【神通川・庄川・小矢部川】

国土交通省では、日頃から河川の水位や降雨状況を把握し、洪水時
には河川の水位上昇を予測し、洪水予報（氾濫注意情報や氾濫警戒情
報など）や、水防警報（水防団の出動など）を発表しています。洪水
予報は、市町村による避難勧告等の発令判断に資する「国民の生命･
財産を守るための重要な情報」です。

水位･雨量観測所の点検は、その基礎となる水位や雨量のデータを
確実に得るため非常に重要なものです。富山河川国道事務所では、日
頃から観測所の点検を実施しています。

◇実施結果

神通川・庄川・小矢部川：令和元年６月１８日

雨量観測所２箇所と水位観測所７箇所

大沢野大橋水位観測所 雄神水位流量観測所 長江水位観測所



1-7 堤防除草 ～ 年に２回、草刈りをします ～

肩掛け式（人力）

堤防の亀裂や陥没等の早期発見、出水時の水防活動が容易

にできるよう、年に２回、堤防の草刈り(除草)を実施して

います。

肩掛け式、ハンドガイド式草刈り機(自走)、ラジコン式

草刈り機(遠隔操作)を使用し、効率的に作業をしています。

刈った草は、堤防や周辺状況を考慮して、必要に応じ集めて
(集草)処分しています。

◇実施状況

常願寺川

神通川

庄川

小矢部川

各河川２回(令和元年4～6月、令和元年7～9月) 

ハンドガイド式草刈り機 ラジコン式草刈り機

人力による集草作業 ゴミ運搬車へ積込み集草作業（遠隔）



1-8 河道内樹木伐採 ～ 洪水時、支障となる樹木の対策～

河川内の樹木は繁殖しすぎると洪水の流下阻害となったり、
ゴミの不法投棄の温床になる恐れがあります。このため計画
的な伐採が必要です。

伐採した樹木は、資源の有効活用、処分費軽減のため、住

民の方に無償配布しています。

◇令和元年度実施

常願寺川

庄川

伐採前

【常願寺川】 管理延長： ２１．５ｋｍ

【庄川】 管理延長 ： ２６．１ｋｍ

伐採前

伐採後

伐採後

R1.12撮影

H31.5撮影 高岡大橋 R1.12撮影

対策の効果

不法投棄の抑制立木の流出による閉塞の防止

河岸浸食の防止



1-9 樹木の伐採希望者を公募 ～希望者自ら伐採ができます ～

河川内の樹木の処理（伐採・搬出・処分）には多くの費用が必要と
なります。このため、河川内の樹木の伐採者（伐採～搬出作業まで）
を公募し、住民参加型の川づくりや木材資源の有効利用を図る試みを
実施します。応募は、個人・企業・団体等どなたでも可能です。伐採
した樹木は無償で持ち帰ることができ、薪ストーブ等に利用できます。

◇令和元年度 実施結果
募集期間 令和元年8月8日～9月2日
伐採期間 令和元年10月中旬～令和2年3月末
伐採予定箇所 常願寺川、神通川、庄川、小矢部川

伐採前 伐採後

【神通川】

伐採希望者の抽選

【庄川】



1-10 伐採木を無償配布 ～ 薪など自家消費される個人の方を対象～

河川内の樹木の処分には多くの費用が必要となります。そのため処
分費の節減と資源の有効利用を目的に、伐採木を地域の皆様に無償
で提供しました。

◇実施状況

常願寺川：第1回令和元年5月11日 約3000本

第2回令和元年11月25日 約5000本

庄川 ：第1回平成31年2月16日 約3000本

第2回平成31年3月16日 約4000本

第3回令和元年6月29日 約5000本

【庄川】【常願寺川】



２.水防演習・訓練



2-1 洪水対応演習 ～ いざというとき、迅速に情報を伝えるために ～

◇令和元年度 実施結果

洪水対応演習 令和元年４月２６日実施

参加機関：富山県河川課、富山県内土木センター及び土木事務所、
富山気象台、富山河川国道事務所水防連絡会構成市町村、河川情
報センター、富山河川国道事務所

【訓練状況】

【情報確認・情報共有】

6月からの本格的な取水期を迎えるにあたり、防災体制に万全を期
することを目的として、富山河川国道事務所管内の4河川（常願寺川、
神通川、庄川、小矢部川）での出水を想定した机上訓練を行います。

当日は、4河川の同時出水を想定し、富山地方気象台と共同で行う
洪水予報の発表、河川巡視状況の報告、被災箇所の応急復旧方法の
検討など、災害時における情報伝達の対応が正確にできるかの確認
を行います



2-2 庄川・小矢部川総合水防演習 ～ 水害に備え逃げ遅れゼロへ ～

北陸地方整備局では、出水期を迎えるにあたり、総合的な水防演習を行
います。富山県では6年ぶり、庄川では20年ぶりの開催となりました。
演習は、消防団が本番さながらに行う水防工法演習や、大規模災害を想

定して関係機関が一体となった情報伝達、避難訓練などが行われます。
また、過去の水害の記憶を次世代に繋ぐため、地元小学生を対象とした

防災学習も行いました。

◇実施結果

日 時 令和元年5月18日(土) 8:30～11:20

場 所 富山県高岡市出来田地先

主 催 高岡市、富山県、国土交通省 北陸地方整備局

富山河川国道事務所水防連絡会

参加機関 8市2町1村消防団 他４８団体

参加者 約2,000名

開会式

体験コーナー
(小学生による土のう作り) 

炊き出し訓練

水防工法(月の輪工) 水防工法(川倉工)

TEC－FORCE隊 湛水排除



2-3 災害対策車訓練 ～ その日に備えて、日頃から ～

浸水被害に備えて排水ポンプ車・照明車の

操作訓練を毎年実施しています。

◇実施結果

日 時 令和元年5月

場 所 富山防災センター及び高岡市四屋地先

【富山防災センター】

【高岡市四屋地先】



2-4 水質事故対策訓練 ～ 有害物質流出事故(油が多い)に備える ～

冬期に灯油等の油流出事故が増加することから、富山一級水
系水質汚濁対策連絡協議会※1は、富山県水質汚濁事故対策連絡
会議と合同で、オイルフェンスや吸着マットなどを使用した水
質事故対策訓練と的確な情報伝達系統の確認を行うことにより、
緊急時の迅速な対応を目指します。

◇令和元年度実施結果
実施日 令和元年11月5日(火) 13：15～16：00
実施場所 富山市総合体育館 神通川右岸松川放水路
参加者 ４９名

※1【富山一級水系水質汚濁対策連絡協議会】
富山県を流れる一級河川５水系（黒部川、常願寺川、神通川、庄川、
小矢部川）について、河川の水質汚濁対策や水質事故に関する各機
関相互の連絡調整を図ることを目的に昭和６２年に発足し、国土交
通省（北陸地方整備局、海上保安庁）、経済産業省（中部経済産業
局、中部近畿産業保安監督部）、富山県、岐阜県と流域内の９市３
町１村で構成されています。



３.水質・環境保全



3-1 河川水質調査 ～ 毎月、採水して河川の水質を調べます ～

◇水質調査項目
・環境項目 BOD、COD、SS、DO、大腸菌群数 他
・健康項目(年１回) ｶﾄﾞﾐｳﾑ、ｼｱﾝ、PCB、水銀 他

水質基準値を超過した場合、富山県 環境政策課へ報告を
して対応します。

常願寺川 2地点、神通川 5地点(井田川 2地点、熊野川1地点)、
庄川 2地点、小矢部川 3地点で水質調査をしています。基準値
の超過がないか監視を続けています。荻浦橋自動水位観測所、
国条橋自動水位観測所では、常時監視しています。結果は、事
務所ホームページまたは川の防災情報で見ることができます。

水質調査地点

【熊野川】採水状況

【庄川】水生生物採取状況 【庄川】水生生物分類状況

【庄川水系千保】地下水採水状況



3-2 水生生物調査 ～ 小学生が川の多様性を実感、水質判定 ～

富山河川国道事務所は、身近にある川を大切にする気持ちや
親しみを感じてもらい、ふるさとの川の将来について考えても
らうため、小学校が行う水生生物や水質の調査を支援していま
す。

【常願寺川】

【小矢部川】

◇実施結果

常願寺川：令和元年6月2日 上滝床固上流左岸

判定 きれいな水 立山町立釜ヶ渕小学校等児童20名

神通川 ：令和元年6月27日 熊野川友杉橋上流200m左岸

判定 きれいな水 富山市立熊野小学校4年生児童87名

庄川 ：令和元年6月22日 砺波大橋右岸下流

判定 きれいな水 砺波市立庄東小学校4年生児童32名

小矢部川：令和元年6月2日 三日市橋下流100ｍ右岸

判定 きれいな水 高岡市立福岡小学校等児童7名

令和元年7月17日 土屋親水公園

判定 きれいな水 高岡市立福岡小学校4年生児童98名

令和元年7月8日 合口橋南側橋詰上流

判定 きれいな水 南砺市立福光南部小学校４年生児童9名

【庄川】

【神通川】



3-3 河川ごみマップ公表 ～ホームページで住民に周知 ～

□「きれいな川」を守るために

富山河川国道事務所で管理している常願寺川、神通川、庄川、小矢部
川ではゴミの不法投棄があり、最近は空き缶や生ゴミだけでなく、自
動車や洗濯機などの粗大ゴミが捨てられています。

みなさんに現状を知っていただき、河川ゴミの不法投棄一掃を目的
に富山の川ゴミマップ（富山河川国道事務所ホームページで公表）を
作成しています。

□未来の子供達のために「きれいな川」を

「川にゴミを捨てない、捨てている方がいたら注意」など、一人ひと
りのモラルと責任が問われる今、ちょっとした心がけにより、きれい
な川を未来の子供達へ引き継ぐことができます。

◇不法投棄件数

常願寺川 ：平成30年度 220件

神通川 ：平成30年度 72件

庄川 ：平成30年度 47件

小矢部川 ：平成30年度 310件



3-4 河川愛護モニター ～河川のサポーター、情報を寄せてください ～

富山河川国道事務所では、河川の整備や利用、環境に関する住民の

方々の声を十分に把握し、地域との連携をさらに進めるため、河川愛

護モニターを募集しています。

河川愛護モニターの募集は、毎年４～５月頃です。

◇河川愛護モニター（令和元年7月～令和2年6月)

◇主な活動内容

１)河川に対する意見、活動報告(毎月)

２)河川事業やイベントなどに対する感想・意見(随時)

３)河川に関する情報提供(随時)

■主な報告内容(令和元年度)

・河川施設の異常(構造物の損傷等)

・河川敷での催し(花火大会等)

・雑草や樹木の繁茂状況

・大雨に伴う濁水の状況

・河川施設の異常

(堤防舗装や安全策等の状況)

・ゴミの不法投棄の有無

・雑草や樹木の繁茂状況

・河床の土砂堆積状況

・河川工事現場の安全対策状況

・河川敷での催し

・進入禁止区域の釣り人の有無



3-5 河川協力団体の活動 ～地域の団体や住民の清掃活動を支援 ～

地域団体や住民が主体となり、河川の清掃を毎年、

実施しています。河川美化と環境保全活動を通して、

“川”が憩いの場所になればと考えています。

梯川協議会
梯川ごみ拾い H30.3.18

梯川協議会
彼岸花移植 H30.3.18

梯川協議会
梯川ごみ拾い H30.3.18

梯川協議会
梯川ごみ拾い H31.3.17

梯川協議会
梯川ごみ拾い H31.3.17

ゴミ処分
金沢河川国道事務所の支援

◇常願寺川の清流と桜を愛する会の主な活動内容

１）堤防除草作業

２）岩峅野桜づつみ.桜苗木補植作業・桜への施肥と剪定作業

３）桜防除作業

４）清掃活動

５）水辺の環境調査

【堤防除草作業】 【桜への施肥と剪定作業】 【桜苗木補植作業】

【桜防除作業】 【清掃作業】 【全国一斉水辺の環境調査】



3-6 多くの方に川をＰＲ ～ イベント開催、積極的に参加 ～

地域住民の皆さんに川への理解を深めていただくため、イベント開催等の活動を行っています。
市民・企業・行政が一体となった“ミズベリングプロジェクト”を実施中です。また、SNSによる情報発信を
行っています。

【富山県立大学】 【朝日町】朝日コミニュティホールアゼリア

令和元年７月７日【第5回水辺で乾杯】富山環水公園

【立山町】利田小学校

令和元年10月12日ツイッターによる情報発信



4－1川の絵画コンクール ～川の絵画 大募集！ ～

富山県内に住む小学生を対象に、川の絵画コンクールを実施しています。
本コンクールは、平成元年から継続して実施しており、夏休みの思い出

に残った川遊びや風景を描いてもらい、川への親しみを持ってもらうととも
に、絵をとおして多くの人々に、故郷の川の将来について考える機会を設
けることを目的とするものです。9月25日に行った審査会を経て、受賞作品400点
を決定しました。今回、受賞作品の中から、金賞、銀賞、銅賞（佳作を除く）の
受賞作品の展示会を行いました。

◇令和元年度実績

対象 ：富山県内の川に限定
応募資格 ：富山県内に住む小学生
作品規定 ：八つ切画用紙（271mm×392mm程度）
応募締め切り：令和元年9月9日
賞 ：金賞・銀賞・銅賞・佳作・審査員特別賞
応募総数 ：作品数 3578点

令和元年度 応募作品数3578点


