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１.河川維持管理



1-1 河川管理施設の維持管理
地球に生命が生まれる前より絶えず循環されている水、この水は時には

豪雨となり過剰な水をもたらします。この水を安全に海洋へ導くことが河
川の機能であり、この機能を守っていくことが河川管理です。
これ以外にも、水資源は発電や農作、水道、工業用水などにも使用され

ていて地域の暮らしを豊かにしています。無秩序な使用や開発がないよう
取り締まることも河川管理者としての務めです。
河川は水辺を有する空間として、多様な動植物が生息しています。これ

らの環境を守るために必要な河川の水を絶えず流し続けること、これも河
川管理者としての責務です。
これらの機能を向上または維持またはコントロールするために設置する

施設を河川管理施設と呼び、下記の代表施設等の定期的な点検を行い、異
状が確認されれば補修し、適正な状態を保ち洪水時等には適切な操作を行
うことで地域の安全を保持しています。

堰とは、河川の流水を制御するため
に、河川を横断して設けられるダム
以外の施設です。堰は、固定堰、可
動堰、またはそれらの組合せの構造
のものがあり、取水や潮止め等の目
的で設けられます。小矢部大堰は可
動堰で農業用水の取水を目的として
います。

水門とは、支川や水路への逆流を
防ぐことを目的として設けられま
す。普段、ゲートを開けて支川の
水を本川に流しています。本川の
水位が洪水で上昇した時、ゲート
を閉じて支川への逆流を防ぎます。

排水機場は、洪水時に樋門・樋管な
どを逆流防止のために閉じることに
よって生じる内水氾濫（排水が追い
付かず市街地等が水に浸かること）
を防止するためにポンプによって強
制的に川へ排水する施設です。

堤内地の雨水や水田の水などが川
や水路を流れ、より大きな川に合
流する場合、合流する川の水位が
洪水などで高くなった時にその水
が堤内地側に逆流しないように設
ける施設です。樋管は堤防の中に
コンクリートの水路を通し、そこ
にゲートを設置します。

○富山河川国道事務所が管理する代表的な河川管理施設

堰 床⽌め ⽔⾨
揚・排
⽔機場

樋⾨
樋管

常願寺川 0 2 0 0 0
神通川 1 0 2 0 8
庄川 0 0 0 1 5
⼩⽮部川 1 0 0 1 29
合計 2 2 2 2 42

富山河川国道事務所が管理する河川管理施設数

小矢部大堰 いたち川水門 四屋排水機場 内川樋管

これ以外にも、堤防や特殊堤も河川管理施設と
なっています



1-2 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

◇対象河川：神通川・常願寺川・庄川・小矢部川

◇令和３年度 実施回数(１河川当たり)

巡視 １２１回 (目的別巡視含む)

【神通川】護岸点検(目的別巡視)

【小矢部川】定期パトロール(一般巡視)

【小矢部川】夜間巡視(目的別巡視)

【庄川】定期パトロール(一般巡視)

【小矢部川】河川管理施設点検(目的別巡視)

【神通川】定期パトロール（一般巡視)



1-3 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）及び地域住
民の方々と合同巡視を行っています。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３年６月２日実施
庄川・小矢部川 ：令和３年６月３日実施

水防倉庫の点検【常願寺川】

※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

河川管理施設の点検【神通川】

河岸状況の点検【庄川】 重要水防箇所の点検【小矢部川】

Ａ 水防上最も重要な区間 Ｂ 水防上重要な区間

越水
(溢水)

　計画高水流量規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっ
ては計画高潮位）が現況の堤防高を越える箇所。

　計画高水流量規模の洪水の水位と現況の堤防高との差が堤防の
計画余裕高に満たない箇所。

堤体漏水 　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況
が確認できるもの）があり、類似の変状が繰り返し生じて
いる箇所。
　堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機能に支障が生じ
る堤体の変状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支
障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認できるも
の）がある箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が
特に高いと考えられる箇所。

　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認
できるもの）があり、安全が確認されていない箇所、又は堤防の
機能に支障は生じていないが、進行性がある堤体の変状が集中し
ている箇所。
　堤防の機能に支障が生じる堤体の変状の履歴（被災状況が確認
できるもの）はないが、堤体の土質、法匂配等からみて堤防の機
能に支障が生じる堤体の変状の生じるおそれがあると考えられる
箇所。
　水防団等と意見交換を行い、堤体漏水が生じる可能性が高いと
考えられる箇所。

基礎地盤漏水 　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状
の履歴（被災状況が確認できるもの）があり、類似の変状
が繰り返し生じている箇所。
　基礎地盤の土質等からみて堤防の機能に支障が生じる変
状の生じるおそれがあり、かつ堤防の機能に支障が生じる
基礎地盤漏水に関係する変状の履歴（被災状況が確認でき
るもの）がある箇所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能
性が特に高いと考えられる箇所。

堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴
（被災状況が確認できるもの）があり、安全が確認されていない
箇所、又は堤防の機能に支障は生じていないが、進行性がある基
盤漏水に関係する変状が集中している箇所。
　堤防の機能に支障が生じる基礎地盤漏水に関係する変状の履歴
（被災状況が確認できるもの）はないが、基礎地盤漏水の土質等
からみて堤防の機能に支障が生じる変状の生じるおそれがあると
考えられる箇所。
　水防団等と意見交換を行い、基礎地盤漏水が生じる可能性が高
いと考えられる箇所。

水衝・洗掘 　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れしているが、そ
の対策が未施工の箇所。
　橋台取り付け部やその他の工作物の突出箇所で、堤防護
岸の根固め等が洗われ一部破損しているが、その対策が未
施工の箇所。
　波浪による河岸の決壊等の危険に瀕した実績があるが、
その対策が未施工の箇所。

　水衝部にある堤防の前面の河床が深掘れにならない程度に洗掘
されているが、その対策が未施工の箇所。

工作物 　河川管理施設等応急対策基準に基づく改善措置が必要な
堰、橋梁、樋管その他の工作物の設置されている箇所。
　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等が計画高水流量
規模の洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮
位）以下となる箇所。

　橋梁その他の河川横断工作物の桁下高等と計画高水流量規模の
洪水の水位（高潮区間の堤防にあっては計画高潮位）との差が堤
防の計画余裕高に満たない箇所。

工事施工 　出水期間中に堤防を開削する工事
箇所又は仮締切等により本堤に影響
を及ぼす箇所。

新堤防・破堤
跡・旧川跡

　新堤防で築造後3年以内の箇所。
　破堤跡又は旧川跡の箇所。

重要水防箇所の評価基準表（案）

種 別
重要度等

要注意区間



1-4 安全利用点検 ～ 河川施設を安全に利用するための点検 ～

安心して河川に接することのできる施設管理を目指すため、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安全利用点検を行っていま
す。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点検を公園管理者である自治体などと合同で行い
ます。
安全に河川を利用していただくため、危険な箇所等があった場合には立ち

入り禁止措置や修繕などの対策を実施します。

【庄川】立入禁止看板【神通川】 【常願寺川】

【小矢部川】立入禁止看板

◇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3年4月13日～4月15日
夏 休 み 前 ：令和3年6月29日～7月 5日



1-5 水防工法技術を学ぶ ～洪水に備える～

富山河川国道事務所水防連絡会主催により、各自治体の消防署
員等が参加する「水防工法研修会」を開催しました。
水防工法研修会は、消防署員等が水防技術を学ぶことを目的と

しています。当日は、約５０名の消防署員等が水防工法に精通し
た防災エキスパートよりシート張り工、川倉工、積土のう工につ
いて工法を学びました。

◇令和３年度 実施結果

日時：令和3年6月9日実施

場所：富山防災センター前（常願寺川右岸堤防）

シート張り工 積土のう工川倉工



1-6 許可工作物 ～合同点検・利水ダム定期検査の実施～

河川区域内の許可工作物（橋梁、取水・排水施設等）は、施設
管理者が適切に維持管理が行われているか点検を行います。

施設管理者・河川管理者は3～5年に1回の頻度で、合同点検を実
施しています。また、利水ダムについては3年に1回以上の頻度で
河川管理者による検査を実施しています。

◇主な施設点検

下中条排水樋管
雄神橋
今石動町排水機場樋管
石動大橋
成出ダム
千束ダム

令和3年6月 7日
令和3年6月 8日
令和3年6月 9日
令和3年6月10日
令和3年6月17日
令和3年6月17日

【庄川】

今石動町排水機場樋管

雄神橋

【小矢部川】

石動大橋 千束ダム

成出ダム下中条排水樋管



1-7 水位・雨量観測所点検 ～洪水に備える ～

【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、正確な水位や雨量のデータを得るため
非常に重要です。

◇実施結果

神通川・庄川・小矢部川：令和３年６月１７日

雨量観測所1箇所と水位観測所７箇所

大沢野大橋水位観測所【神通川】 大門水位観測所【庄川】 長江水位観測所【小矢部川】



1-8 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、必要に応じ集めて処分し
ています。

◇実施結果

常願寺川 ：２０４．４万㎡

神通川 ：１５３．３万㎡

井田川・熊野川 ：１３０．４万㎡

庄川 ：２５６．０万㎡

小矢部川 ：２７４．２万㎡

各河川２回(令和3年5～6月、令和3年8～10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）



1-9 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。
また再繁茂対策として高水敷が中小洪水で冠水するように地盤高を下げ
るための掘削を行っています。
伐採した樹木は、資源の有効活用、処分費軽減のため、地域の皆様に

無償配布も行っています。

伐採前 伐採後

H31.5撮影

◇実施結果

常願寺川 ：13.37万㎡

神通川 ： 3.58万㎡

庄川 ： 9.63万㎡

小矢部川 ： 11.2万㎡

【常願寺川】

河道掘削（再繁茂対策）



1-10 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
実施しています。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3年度 実施結果

募集期間 令和3年7月30日～8月19日
伐採期間 令和3年10月上旬～令和4年3月末
伐採予定箇所 常願寺川、神通川、庄川、小矢部川

【小矢部川】

伐採希望者の抽選（河川の副所長）



1-11 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：令和3年 5月14日 約 500本

神通川 ：令和3年 6月 8日 約4,000本

庄川 ：令和3年 9月18日 約1,500本

令和3年10月23日 約 400本

【庄川】

【庄川】砺波市太田地先 左岸 配布の様子



２.災害への備え



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３年度 実施結果

洪水対応演習 令和３年４月２０日実施

参加機関：北陸地方整備局、富山河川国道事務所

富山地方気象台、富山県河川課、

富山県内土木センター及び土木事務所

富山河川国道事務所水防連絡会の構成市町村及び消防

（本部・署・消防団）

河川情報センター

【訓練状況】

6月からの本格的な出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、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訓練を行います。



2-2 災害対策車訓練 ～ その日に備えて、日頃から ～

災害対策車は災害時に稼働しなければなりません。そのため災害に備えて排
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3年5月

場 所 富山防災センター

【排水ポンプ車の稼働訓練】

【照明車の稼働訓練】



2-3 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３年度実施結果
実施日 :令和３年１１月２日(火) 13：30～15：30
実施場所 ：神通川右岸 松川放水路

※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。

【吸着マットの設置訓練】



2-4 福岡防災ステーション ～ 総合防災の最前線基地 ～

「福岡防災ステーション」は危機管理に対応した地域防災拠点で、
防災情報の収集・発信、水防活動や緊急復旧等を円滑に行うため、河
川管理者（国土交通省）、水防管理者（高岡市）が一体となって、平
成９年度より整備してきたものです。緊急時には総合防災の最前線基
地として活用され、平常時には一般に開放することにより、水辺の総
合学習や地域交流の場として利用することができます。

◇福岡防災ステーション屋外防災施設
全体面積 ：16,500㎡

福岡防災センター ：11,000㎡
飛行場外離着陸場 ： 3,200㎡

駐車スペース
福岡防災センター ： 30台
水防活動スペース（芝生広場） ： 2,300㎡

屋外備蓄資材(異形ブロック・土砂）： 3,800㎡

【ほくりく号】防災ヘリコプター【排水ポンプ車】【照明車】

防災センター
排⽔ポンプ⾞格納庫
防災倉庫

異形ブロック

⾶⾏場外離着陸場屋外備蓄資材



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

河川水質調査を常願寺川 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地点で実施しています。
環境項目・健康項目で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

荻浦橋、国条橋⽔質⾃動観測所

【庄川】水生生物調査



3-2 児童による水生生物や水質の調査 ～ 小学生が川の多様性を実感、水質判定 ～

川の水のきれいさによって、川底に住んでいる生き物の種類は
違ってきます。川の中にどのような生きものが住んでいるかを調
べることによって、その地点の水のきれいさの程度を知ることが
できます。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。

【熊野川】

◇実施結果

熊野川 ：令和3年7月1日
水生生物調査、水質調査
熊野川友杉橋上流左岸
富山市立熊野小学校４年生 児童６１人 先生９人

小矢部川：令和3年8月7日
水生生物調査、水質調査
聖人橋右岸直下流、
高岡市立福岡小学校等児童１０名 その他５名

【小矢部川】



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

４河川（常願寺川、神通川、庄川、小矢部川）では、毎年、ゴミの
不法投棄があります。大量の家庭ゴミや家電製品、タイヤ、たたみな
どです。

不法投棄の現状をみなさんに知っていただき、少しでもゴミを減ら
したいという思いを込めて“富山の川ゴミマップ”を当事務所ホーム
ページで公表しています。

⾃転⾞冷蔵庫

テレビ大量の家庭ゴミ

令和２年度 庄川・⼩⽮部川ゴミマップ



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3年7月～令和4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)

【庄川】活動報告書 【神通川】活動報告書



3-5 河川協力団体の活動 ～河川管理のパートナー ～

河川協力団体制度とは、自発的に河川の維持、河川環境の保全
等に関する活動を行うＮＰＯ等の民間団体を支援するものです。

管内では「常願寺川の清流と桜を愛する会」が河川管理者と連
携して活動する団体として指定されており、河川管理のパート
ナーとして活動していただいております。

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 H30.3.18

ゴミ処分
金沢河川国道事務所の支援

【R3.5.25 害虫防除作業】 【R3.6.13環境整備草刈り作業】

◇常願寺川の清流を桜を愛する会

河川協力団体指定 平成２６年３月２７日



3-6 サクラマスが棲む神通川を目指して ～地元の有志と学生による勉強会開催 ～

神通川の自然再生事業の一環として、魚類の生息・生育・繁殖に資する多
様な河川環境の創出・保全を行っています。

神通川の自然に関心を持つ地元の大学生及び神通川を楽しむ会の皆さんが、
サクラマスが棲む神通川を目指して、よりよい生息環境をめざし石組み工体
験や、サクラマス幼魚の放流を実施しました。

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

ゴミ処分

金沢河川国道事務所の支援

開催日 ：令和3年7月1日 13：30～15：00

場所 ：富山市婦中町成子地先

参加機関：富山県立大学、NPO法人神通川を楽しむ会

富山漁業協同組合、富山県農林水産総合技術

センター水産研究所、富山県河川課、

富山河川国道事務所

放流数 ：約3000匹



４.その他



4－1 川の絵画コンクール ～川の絵画 大募集！ ～

令和3年度 応募作品数3504点

◇令和３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）
応募締切 ：令和3年9月7日
賞 ：金賞・銀賞・銅賞・佳作・審査員特別賞
応募総数 ：作品数 3504点

河川愛護月間に併せて、富山県内に住む小学生を対象に、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こ
とを目的に「川の絵画コンクール」を行っています。9月21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。

金賞【あゆつりたのしそうだな】：神通川

表彰式

金賞【ホタルのいる川】：小矢部川



4-2 常願寺川・神通川・庄川及び
小矢部川等大規模氾濫に関する減災対策協議会 ～大規模水害に備える～

◇令和３年度実績

開催日時：令和３年６月２２日

構成機関：富山市・高岡市・立山町・舟橋村・射水市・砺波市・小矢部市・
南砺市・滑川市・上市町・富山県・富山地方気象台・富山河川国道事務所

＜オブザーバー＞

西日本旅客鉄道（株）金沢支社・あいの風とやま鉄道（株）・富山地方鉄道
（株）・万葉線（株）・北陸電力（株）再生可能エネルギー部 水力土木チー
ム・関西電力（株）水力事業本部 庄川水力センター・電源開発（株）中部支
店・国土地理院 北陸地方測量部・北陸地方整備局 立山砂防事務所・神通川
水系砂防事務所・利賀ダム工事事務所

常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川では、平成27年関東・東北
豪雨を踏まえ、氾濫が発生することを前提として地域全体で常に洪
水に備える「水防災意識社会」の再構築を目的として、国・県・沿
川市町村等からなる「常願寺川、神通川、庄川及び小矢部川大規模
氾濫に関する減災対策協議会」を平成２８年４月に設立しました。

第７回協議会では、取組方針に基づく対策の実施状況をフォロー
アップするとともに、各河川における減災のための目標･取組につ
いて確認を行いました。



4-3 水門等水位観測員表彰 ～富山河川国道事務所長表彰～

◇令和３年度実績

開催日時：令和３年７月２６日（月）

水門等水位観測員 事務所長表彰 １名（勤続１０年）

会場 ：ボルファートとやま

富山河川国道事務所では、水門等（河川管理施設）の操作を地域住民
の方に委嘱（いしょく）しています。永年従事された水門等水位観測員
へ表彰を行いました。

長江排水樋管【小矢部川水系小矢部川】


