
平成２６年４月２１日

お知らせ

資料提供先：鳥取県政記者会
鳥取市政記者クラブ

洪水の前に！ 河川利用の増える前に！

「平成2６年度千代川堤防点検」を実施します。

国土交通省鳥取河川国道事務所では、毎年出水期を前に千代川の堤防・護岸・工作物な

、 。どの河川施設の変状について確認するため 徒歩による外観目視点検を実施しております

また、同時にゴールデンウィークを前に河川の利用が増加されることから安全利用点検

を毎年実施しています。

今年度も下記のとおり行いますので、お知らせします。

なお、国土交通省職員だけでなく〈防災エキスパート 〈水辺の施設管理者〉の方々に〉、

も参加いただき、約 名点検する予定です。25

記

●点検日時：平成２６年４月２３日（水） （小雨決行）

９：００ 北川排水機場に集合し点検前に出発式を行う

９：１５～１５：００（予定） 現地点検を５班に分かれて実施

９：１５からの千代川左岸９ｋ０００付近で堤防点検について報道関係者への説明

を行います。

・点検場所：千代川本川、八東川の直轄管理（大臣管理）区間

、 、 （ ） （ ）また 袋川 新袋川の直轄管理 大臣管理 区間については平成２６年４月２５日 金

に引き続き点検を行います。

点検結果は、速やかに鳥取河川国道事務所のホームページに掲載予定

問い合わせ先

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所
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鳥取河川国道事務所ホームページアドレス

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

 



「平成26年度 千代川堤防点検」 実施概要

１．点検の目的

①出水期に備え、堤防、護岸、水門などの河川施設について、変状が発生していないか点検

する。

②ゴールデンウィークで、水辺施設を利用する機会が増えると見込まれることから、それら利

用施設の安全性を点検する。

※出水期とは、梅雨，台風など洪水が起きやすい時期のことで、千代川は６月10日～10月

20日にあたります。

２．日程（小雨決行）

・平成２６年４月２３日（水）と平成２６年４月２５日（金）

・平成２６年４月２３日（水）９時００分に集合し、出発式を行う。

・・・別添図を参照下さい集合場所：北川排水機場（千代川左岸8k690付近）

・現地点検時間：９時１５分から１５時００分まで

３．点検箇所

●平成２６年４月２３日（水）

千代川直轄管理（大臣管理）区間（約２７ｋｍ）を、５班に分かれて実施

第１班 千代川 鳥取市源太（源太橋） ～ 千代川の河口までの左岸

第２班 千代川 鳥取市源太（源太橋） ～ 千代川の河口までの右岸

第３班 千代川 鳥取市源太（源太橋） ～ 用瀬（三角橋）までの左岸

第４班 千代川 鳥取市源太（源太橋） ～ 用瀬（三角橋）までの右岸（八東川を含む）

第５班 安全利用点検 １１箇所

安全利用点検実施箇所 実施予定時間

①市民スポーツ広場 １３：１０～１３：２５

②倉田スポーツ広場 １１：３５～１１：５０

③河川公園（河原町総合支所前） １１：１０～１１：２５

④河川広場（河原中学校前） １０：５０～１１：０５

⑤鳥取市河原町河川公園水辺プラザ １０：３０～１０：４５

⑥コミュニティ広場（流し雛館前） １０：１０～１０：２０

 



 

⑦流し雛の緩傾斜護岸 １０：００～１０：１０

⑧重箱緑地公園（浜坂遊水池） １３：３５～１４：００

⑨宮ノ下水辺公園 １４：５０～１５：００

⑩国府町水辺の楽校（町屋広場） １４：３５～１４：４５

⑪国府町水辺の楽校（谷広場） １４：２０～１４：３０

点検箇所 平成２６年４月２５日（金）●

千代川直轄管理（大臣管理）区間（約１３ｋｍ）を３班に分かれて実施

第１班 袋川（旧） 鳥取市湯所（湯所橋） ～本川合流点の両岸

第２班 袋川・新袋川 鳥取市国府町岡益（岡益橋）～本川合流点の左岸

第３班 袋川・新袋川 鳥取市国府町岡益（岡益橋）～本川合流点の右岸

４．点検方法等

・徒歩による、外観目視点検を基本とする。

・変状を発見した場合は、箇所、規模、補修の必要性、緊急性について、点検表に記入す

る。

結果は、鳥取河川国道事務所ホームページに掲載する。 補修の必要があれば、速やか

に補修を実施する。また、許可工作物などで他に管理者がいる場合は、その施設管理者へ通

知する。

５．参加人員

・国土交通省職員、防災エキスパート、水辺の施設管理者

計 約２５名（予定）

＊〈防災エキスパート〉：公共土木施設の専門的知識を持ち、災害発生時に被災情報の

支援活動を自主的かつ無報酬でおこなうボランティアです。

＊〈水辺の施設管理者〉：河川敷地が河川公園等により面的に占用されており、周辺に公

園が隣接する水辺の護岸（親水護岸）等の河川管理施設がある場合には、これらを一

つの区域として河川管理者と他の施設管理者が一体的に安全利用点検を行うことが望

ましいため、施設管理者と一緒に点検をしていただくよう協力を呼びかけています。

６．報道のおすすめポイント

① 9:00からの出発式 場所：北川排水機場 千代川左岸8k690付近

② 9:15（予定）からの、千代川左岸９ｋ０００付近の堤防点検（報道関係者へ説明

します。）



千代川水系堤防点検区域 平成２６年度 千代川堤防点検
青字 点検日 23日（水）
赤字 点検日 25日（金）

源
太
橋

３班

千代川左岸

１班

千代川左岸

２班
千代川右岸

１班
袋川

右岸・左岸

２班 ３班
新袋川・袋川

右岸

新袋川・袋川
左岸

３班
千代川左岸

５班 袋川（右岸）
⑨宮ノ下水辺公園

５班 袋川（左岸）
⑩国府町水辺の楽校（町屋広場）

５班 袋川（右岸）
⑪国府町水辺の楽校（谷広場）

５班 千代川（右岸）
②倉田スポーツ広場

５班 千代川（左岸）
③河川公園（河原町総合支所前）

５班 千代川（左岸）
④河川広場（河原中学校前）

５班 千代川（右岸）
⑤鳥取市河原町河川公園水辺プラザ

５班 千代川（右岸）
⑦流し雛の緩傾斜護岸

５班 千代川（左岸）
⑥コミュニティ広場（流し雛館前）

５班 袋川（右岸）
⑧重箱緑地公園（遊水池）

５班 千代川（右岸）
①市民スポーツ広場

１～４班 堤防点検

５班 安全利用点検 陸上部（水際を含む）



千代川堤防点検
集合場所

（北川排水機場）

集合場所

千
代
川

源太橋(通行止め）

国道５３号

水管橋

至 鳥取市河原町

堤防天端から



国土交通省中国地方整備局
鳥取河川国道事務所 「千代川堤防点検」の点検状況について

※掲載写真は、点検結果のうち代表的なものを掲載しています。

【千代川】 堤防法面に小動物の穴
（堤 防 点 検）

【千代川】 堤防法面の侵食
（堤 防 点 検）

【千代川】 低水護岸法肩部の侵食
（堤 防 点 検）

【千代川】 根固め（捨石）の流出
（堤 防 点 検）

【袋川】 低水護岸法肩部の沈下
（堤 防 点 検）

【新袋川・袋川】 スロープに流木
（安全利用点検：宮ノ下水辺公園）



国土交通省中国地方整備局
鳥取河川国道事務所

※掲載写真は、点検結果のうち代表的なものを掲載しています。

草が伸びている
危険区域の表示が見えにくい

チェーン柵の支柱が変形
チェーンがたるみ横断防止効果なし

散策路端部が侵食
落ち込む恐れあり

車止めチェーンのたるみ
つまずく恐れあり

「水辺における安全利用点検」の点検状況について
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