
2.石見の川づくり ～河川の周辺地域の変化～ 

■江の川 美郷町の吾郷地区 

■高津川河口付近 

高津川河口部周辺では、堤防整備や山陰道の開通も伴って、安全・安心・利便性が向上し、商業施設の
進出や土地区画整理による人口の増加などの効果が現れている。 

築堤事業の整備効果 

水防災対策特定河川事業の整備効果 

 江の川の美郷町吾郷箇所では、水防災
対策特定河川事業の実施により、新たに
若者定住住宅が建設され８世帯（３７人）
が移り住み地域の活性化にも寄与してい
る。 

河川整備の事業効果 

 １１

江の川

整備前

(主）川本波多線

夏祭りの様子

項目 人数
高校生以上 16人
中学生以下 21人
合計 37人
町内より移転 14人
町外より移転 23人
合計 37人

年齢別

町内町外から
の移転者内訳

若者定住住宅の住居者 

整備後

若者定住住宅建設
（町単独事業）

江の川
(主）川本波多線

区画整理事業内の 
新設住居 2,000
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（中島町・中須町内人口）
（
人
）

商業施設が多数出店 

木工製材所等の工場
が立地 
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植物 

底生動物 

鳥類 

小動物 

魚類 

2.石見の川づくり ～両河川に共通する事業～ 

河川水辺の国勢調査/水質管理/水質事故対応 

定期的・継続的・統一的に河川環境に関する基礎情報を収集整備しています。 

■平成23年度までに水辺で確認した特定種 
※ 

■河川の状態を把握します 

河川水辺の国勢調査とは 

●スナヤツメ●ヤリタナゴ●アブラボテ●イチモンジタナゴ
●カワヒガイ●ズナガニゴイ●イシドジョウ 
●スジシマドジョウ中型種●アカザ●メダカ 
●ウツセミカジカ●オヤニラミ●オオヨシノボリ 

●オオサンショウウオ●タゴガエル●カジカガエル 
●モリアオガエル●タカチホヘビ●ヒバカリ 
●シロマダラ●ジムグリ●ユビナガコウモリ 
●モモジロコウモリ 

●カンムリカイツブリ●チュウサギ●オシドリ●トモエガモ 
●ミサゴ●オオタカ●ハイタカ●サシバ●タマシギ 
●ダイゼン●タゲリ●ハマシギ●アオバト●アオバズク 
●フクロウ●ヤマセミ●アクションビン●ブッポウソウ 
●アカゲラ●オオアカゲラ●イワセキレイ 
●サンショウクイ●クビタキ●ホオアカ●ハヤブサ 
●トビ●コウライアイサ●ハチクマ●ツミ 
●クマタカ●ヨタカ●サンコウチョウ 

●ワスレナグモ●アオハダトンボ●ウズバカマキリ 
●カワラバッタ●コオイムシ●ギンイチモンギセセリ 
●ツマグロキキョウ●キベリマルクビゴミムシ 
●キベリマメゲンゴロウ●ヒゲコガネ●ヨコミゾドロムシ 

●オオタニシ●モノアラガイ 
●マツカサガイ●トンガリササノハガイ●カタハガイ 
●ヤマトシジミ●マシジミ● 

●ヤシャゼンマイ●ツルマオ●オキナグサ●タコノアシ 
●バイカイカリソウ●トキカイカリソウ●ウラジロイカリソウ 
●オオバイカイカリソウ●ミヤコアオイ●ツメレンゲ 
●ユキヤナギ●キシツツジ●ジョウボウザサ●ミクリ 
●ヒナラン●シラン 

陸上昆虫類 オナガサナエ 
（幼虫） 

＜両生類＞ 
オオサンショウウオ 

オヤニラミ 

タコノアシ 

グンバイトンボ 

  ※特定種とは… 
  ◆国・関係各県・関係各市町村指定の天然記念物 
  ◆「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」の国内 
   希少野生動植物種 
  ◆環境庁編「鳥類レッドリスト」掲載種 
  ◆地方において特筆すべき文献 （地方版レッドデータブック等）掲載種 

【高津川】 

カジカ中卵型 

カジカガエル 

オオムラサキ 

ミクリ 

ヒラマキミズマイマイ 

●カジカガエル●タカチホヘビ
●ヒバカリ●モモジロコウモリ
●ユビナガコウモリ

●ハヤブサ●ヤマセミ●カンムリカイツブリ
●チュウサギ●クロサギ●オシドリ●ミサゴ
●ハチクマ●オオタカ●サシバ●クマタカ
●ヨタカ●ハイタカ●マガン●トモエガモ
●シノリガモ●イカルチドリ
●サンショウクイ●ノビタキ●コヨシキリ
●ホオアカ 

●ホソメイトトンボ●コノシメトンボ●クツワムシ
●ウシカメムシ●ギンイチモンジセセリ
●シルビアシジミ
●ヒメアシブトクチバ●マクガタテントウ

●ミズゴマツボ●モノアラガイ●ミナミテナガエビ
●クルマヒラマキガイ●ヤマトシジミ●マシジミ
●ヒラマキミズマイマイ●カワスナガニ●クロサ
ナエ(幼虫)●アオサナエ(幼虫)●キイロサナエ
(幼虫)●タベサナエ(幼虫)●トラフトンボ(幼虫)

●ナンカイイタチシダ●キミズ●ニッケイ
●イヌハギ●ホザキノフサモ●クロバイ●ミクリ
●カワヂシャ●ナガバノコウヤボウキ●シラン

ミサゴ 

■美しい河川環境を保ちます

■美しい河川を守り続けます

水質事故対応

水質管理

 高津川においては、昭和46年飯田
吊り橋より上流で水質環境基準の
AA類型（BOD1㎎/L）、下流でA類型
（BOD2㎎/L）に設定されており、江
の川においては、昭和48年全域でA
類型（BOD2㎎/L）に設定されていま
す。 
 高津川で4地点、江の川下流で5地
点、毎年定期的に53項目（生活環境
項目、健康項目等）の水質測定を行
うとともに、水生生物調査も実施して
います。 
 なお、高津川は平成24年の全国水
質調査結果で日本一に輝きました。
（一級河川ﾗﾝｷﾝｸﾞ） 

水生生物調査 

カワゲラ
きれいな水に生息

ヒラタドロムシ
少し汚い水に生息

 清浄な河川の水質をこれ以上汚さな
いための啓発と、汚濁源の放流等事
故時には、汚濁の拡散防止に早急に
対応できるよう「高津川水系水質保全
連絡協議会」「江の川水系（下流）水質
汚濁防止連絡協議会」の中に専門部
会を設け、各関係機関相互の情報連
絡を密に図り活動しています。

【江の川】  

●スナヤツメ●アブラボテ●メダカ
●イシドジョウ●カジカ中卵型●カワアナゴ
 

※BOD：排水を河川に放流
  したときに比較的分解さ
  れやすい有機物が微生  
  物によって分解される時
  に、河川中でどれくらい
  の酸素が消費されるか
  を知るためにイギリスで
  考案された指標。数値が
  小さいほど水質は良い。

水質事故対応 

(オイルマット設置) 

ミヤマアカネ 
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2.石見の川づくり ～両河川に共通する事業～ 

河川管理／水防活動／施設管理 

■日々の点検を行っています 

■事故・災害にすばやい対応を 

■被害を未然に防ぐ施設の管理です 

河川管理 

 洪水等による災害発生の防止（河川管理施
設の設置、維持、修繕等）、河川の適正な利用
の増進（発電、上水道、農工用水利使用等）、
流水の正常な機能の保持（塵埃処理、河口の
閉塞防止等）、許認可事務（河川法に係る許
可、承認等）を行っています。 

河川の巡視 

水防活動 

施設管理 

 出水期前には防災体制に万全を期すため、
関係機関とともに災害対策演習を実施してい
ます。 

排水ポンプ車稼動状況（高津川） 

江の川水防活動状況（平成18年） 災害対策演習状況 

 平常時から河川巡視等により、堤防及び河川施設等
の点検を実施しています。特に出水期を迎えるにあ
たっては、堤防・護岸・排水機場・樋門・陸閘門等の総
点検を実施し、堤防及び施設に異常がないか確認す
るとともに、樋門等については正常に作動するかどう
かの確認も行っています。これは、堤防の破堤及び樋
門等の機械作動不良による堤内地への被害を未然に
防ぐために実施しています。 川本陸閘門点検状況 

（江の川） 
堤防点検状況 
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江の川水防活動状況（平成18年） 

堤防除草（高津川） 

 １３ 



■江の川浸水想定区域図 ■高津川浸水想定区域図 

2.石見の川づくり ～両河川に共通する事業～ 

危険箇所のイメージ図 

■浜田河川国道事務所では「重要水防箇所」の公表を行っています。 

■閲覧先 

http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/modules/bousai3/ 

浜田河川国道事務所 防災情報 

■閲覧先             浜田河川国道事務所 重要水防箇所          
        http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/modules/bousai3/index.php?id=8 

■水防警報 

■凡例 
浸水した場合に想定される水深（ランク別） 

■浸水想定区域図とは 

■洪水時に危険が予想される箇所 
危険が予想される箇所とは 
 A 堤防が低い場所 
 B 大雨により堤防の法面が崩れたことがある場所 
 C 過去に堤防から水がにじみ出たところがある場所 
 D 橋桁高が低い 
など、水防上危険が予想され、重点的に巡視、点検し、
警戒が必要とされている箇所のことです。 

A 

C 

D 

B 

重要水防箇所の公表 

浸水想定区域図の作成 

 概ね100年に1度おこりうる大雨を想定し、江の川・高津川の氾濫による浸水状況をシミュレーションしたもので、浸水した場合に
想定される水深などが示されています。危険箇所を把握することにより水防意識が向上し、緊急時の対策にも役立ちます。 

大きな雨が降ったときに想定される、浸水するおそれがある区域とその
水深を色分けして示されています。 

0.5m未満の区域 

0.5m～1.0m未満の区域 

1.0m～2.0m未満の区域 

2.0m～5.0m未満の区域 

5.0m未満の区域 

浸水想定区域図の指定の
対象となる洪水予報河川 

 江の川及び高津川で洪水により周辺住民に重大な被
害が生ずるおそれがある時、浜田河川国道事務所では、
各市・町に水防活動が必要であることを通知する水防警
報を発表しています。 
 水防警報は待機・準備・出動・指示・解除の5種類に分
類されており、特に水防警報指示は、堤防に被害が発生
した場合にその対策を指示するものであり、洪水により
堤防が非常に危険な状態になっていることを示すもので
す。 
 

水位情報周知河川における水位情報の発表 
 洪水予報を発表しない高津川派川及び白上川では、浜
田河川国道事務所から、はん濫危険水位の到達情報を
発表します。 

浸水想定区域図の作成／重要水防箇所の公表 
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■洪水予報の発表 ■大雨の時にカギになる河川水位情報 

 江の川、高津川及び匹見
川では、梅雨期や台風など
の大雨により洪水のおそれ
がある場合、浜田河川国道
事務所と松江地方気象台
が共同で、流域の雨量や
河川の水位を見ながら、洪
水予報を発表します。 
 

2.石見の川づくり ～両河川に共通する事業～ 

河川の洪水予報／防災情報の提供 

はん濫注意情報 はん濫警戒情報 はん濫危険情報 

まだ雨が
降り続き
そうだな 

気象庁 国土交通省
（浜田河川国道事務所） 

かなり水かさが 
危険水位に

近づいてきたな 
危ない！ 

防災情報の提供 

河川の洪水予報 

※行政から避難勧告がでたら水防機関などの 
  指示に従い速やかに避難しましょう 

●さらに雨がつづき
水かさが増し、家屋
が浸水する恐れがあ
る水位のことです。 

●大雨などによって河
川の水かさが増し、災
害のおそれがある水
位のことです。 

国土交通省（浜田河川国道事務所） 松江地方気象台 

共同 

情報提供 

はん濫注意情報 

テレビ局・ 
ラジオ局など 

行政機関 

住民の皆様へ 

はん濫注意水位に
到達した時

避難判断水位に到達した
時、あるいは、水位予測
に基づきはん濫危険水位
に達すると見込まれた時

はん濫危険水位に
到達した時

江の川、高津川の防災情報をホームページに掲載しています。

はん濫発生情報 

はん濫が発生した時

はん濫 
注意水位 

はん濫 
危険水位 

はん濫危険情報 

はん濫警戒情報 

はん濫発生情報 

はん濫危険水位

はん濫注意水位

浜田河川国道事務所 

http://www.cgr.mlit.go.jp/hamada/

しまね防災ポータル 

http://www.bousai-shimane.jp/m/

その他の情報サイトとして                           

■国土交通省 防災情報提供センター 

http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/

携帯端末

http://www.mlit.go.jp/saigai/bosaijoho/i-index.html     

■川の防災情報            

2 

http://www.river.go.jp/

携帯端末  

http://i.river.go.jp/ 
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http://i.river.go.jp/nrkc0102gDisp.do

