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 河川において、堤防等河川管理施設及び河道の点検は、治水上の機能確保等河川管理におい

て重要な役割を有するものである。しかし、現地においては、広大な河川区間と限られた期間

での点検手法、変状危険度の判定方法、及び膨大な点検情報の整理・活用方法が課題となって

いる。本研究では、江別河川事務所において上記課題を踏まえた効果的・効率的な点検手法と

情報の整理・有効活用の取り組みについて報告する。 
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1.  はじめに 

 
河川管理においては、従来より河川管理施設及び河道

の変状の発生とその対応、出水等による災害の発生と対

策や新たな整備等を繰り返す中で順応的に安全性を確保

してきている。そのため、河川維持管理に当たっては、

河川巡視や点検による状態把握と維持管理対策を長期間

にわたり繰り返し、それらと一連の作業の中で得られた

知見を分析・評価し、維持管理計画等に反映するPDCA
サイクルの体系構築が重要とされている（図-1参照）。 
一方、現地においては、「堤防等河川管理施設及び河

道の点検」について、広大な河川空間と限られた期間で

の点検手法、変状危険度の判定方法、及び膨大な点検情

報の整理・活用方法について様々な課題を有している。 
本研究では、江別河川事務所において上記課題を踏ま

えた効果的・効率的な点検手法と情報の整理・有効活用

の取り組み、及び今後に向けた展望について報告する。 

 
図-1 サイクル型維持管理体系のイメージ1) 

2.  点検の概要 

 
(1)   点検の目的 
 堤防等河川管理施設及び河道の治水・利水・環境保全

機能に影響を及ぼす変状は、様々な要因により生じ、時

期的、場所的な現れ方も多様である。そのため、定期的

に、あるいは出水や地震等大きな外力の作用後に点検を

適切に実施する必要がある。 
「堤防等河川管理施設及び河道の点検要領2) 」では、

河川が有するべき以下の2 項目の治水上の機能を確保す

る目的のために行う点検を対象としている。 

 河道が所要の流下能力を確保していること 
 堤防等の河川管理施設が所要の機能を確保してい

ること 

(2)   点検の対象 
 点検の対象となる、堤防等河川管理施設及び河道の点

検箇所について、表-1に示す。 
 

表-1 点検の対象・箇所一覧
2) 

点検箇所

土堤
法面・堤防護岸・小段、天端、裏法
尻部、堤脚水路

高潮堤防、特殊堤、陸閘
波返工、天端被覆工、表・裏法被覆
工、排水工、消波工・根固工、自立
式特殊堤防、胸壁構造堤防

樋門等構造物周辺の堤防
構造物上部の天端及び法面、構造
物同士の接合部、函渠

構造物本体
コンクリート構造・鋼構造、ブロックの
積み構造、光ケーブルの管路

構造物周辺の河床変動 低水護岸、根固め工、水制工

流下能力、河床低下、河岸侵食、河
口閉塞

堤防

河川管理施設

河道

点検対象

 

 

 

本報告の対象部分 
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表-2 点検の実施時期
2) 

出水
期前

台風期 出水後 備考

土堤 ○ ○※ ○

高潮堤防、特
殊堤、陸閘

○
○

(陸閘
除く)

樋門等構造物
周辺の堤防

○ ○※ ○

・年1回以上の定点の計測を
必要に応じて実施
・詳細点検は10年に1回以
上実施

○ ○

・施設の点検は、劣化状況
によっては追加
・施設周りの河床変動につ
いては、中小規模の出水後
等必要に応じて頻度を追加

○ ○
・中小規模の出水後など必
要に応じて頻度を追加

堤防

河道

点検箇所

河川管理施設
(堤防を除く)

※出水後の点検と時期が重なる場合は両者を併せて実施できる  

 
(3)   点検の時期 
 表-2に点検の実施時期について示す。出水期前の点検

は、堤防除草工事の進捗等と調整し、除草後速やかに実

施する。出水後の点検は、近傍の基準水位観測所におい

て「はん濫注意水位」を超過した場合を基本としている

が、基準水位に満たなくとも、高水敷及び堤防法面まで

冠水した場合等、必要に応じて実施する。 
 
 

3.  点検計画及び点検手法 

 
(1)   点検計画 
広大な河川空間と多数の施設を点検する必要がある上、

夏場にかけての草丈の著しい生長が土堤部の点検の障害

となり、また、北海道内の多くの河川では春の融雪流出

の影響により、夏季出水期前までに河道の目視調査が可

能な期間も短い。 
以上の条件を踏まえ、効果的・効率的に点検を行うに

は、点検の順序や範囲等について、以下の点に留意する

必要がある。 
 
 【土堤部】の点検は、4～5月中旬頃までは、堤防

の草丈が短く、変状が発見し易いため、主に＜集

草・運搬除草区間以外（放置除草区間）＞につい

て、先行し点検を行う 

 6月以降は、除草工事の進捗に合わせて点検日程を

調整し、土堤部の点検を進める。また、【河川管

理施設、構造物周辺堤防】についても点検を行う 

 【河道内】の点検は、横断測量結果の経年重ね図、

航空写真等の情報を活用し、河道の洗掘・侵食・

堆積・砂州移動等の進行が懸念される箇所につい

て事前把握し、自然河岸の崩落や低水護岸等の変

状が確認し易い低水時期（6月以降）に実施する 

 
図-2 堤防(土堤部)の点検方法 

  

図-3 変状箇所の写真撮影の留意点 

(2)   点検手法 
 以下に堤防（土堤部）の場合の点検順序を示す（図-2
参照：図中の番号と以下対応）。 

① 調査開始地点まで車で移動する 
② 表・裏法面について、徒歩による目視点検を実施

する（法面を縦横断方向に蛇行歩行して点検） 
③ 折り返し地点（約1km）到着後、復路では高水敷、

堤内地・堤脚水路について徒歩による目視点検を

実施し、調査開始地点まで戻る 
④ 車で折り返し地点まで徐行しながら天端の目視点

検を実施する 
⑤ 上記①～④の行程を繰り返し実施する 
⑥ 河道内の調査は別途行う （河川の状況により、船

舶或いは徒歩を選択する） 

発見した変状毎に写真撮影（同時に位置座標も取得）、

規模計測（長さ、幅、深さ等）を行う。また、現地調査

様式（前回の河川カルテ等）に変状詳細、周辺状況等を

記載する。なお、写真撮影は、変状の状態変化が把握可

能となるよう、前回点検と同アングルで遠景・近景を撮

影する。また、変状規模の程度を把握するため、スケー

ル（クロスロッド等）を使用して撮影する（図-3参照）。 

※堤防規模に応じ調査員を増加 

GPS ﾛｶﾞｰ 

近景撮影 

 変状位置の詳細把握

(GPSによる座標取得) 

 変状の状態変化の把握 

(前回と同ｱﾝｸ゙ ﾙ撮影) 

 変状規模の程度の把握

(ｽｹ ﾙーを用いた撮影) 

座標取得 

遠景撮影 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｶﾒﾗ 
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表-3 変状規模の判断基準の設定 

変状規模 判断基準

大

変状を放置すると治水施設として十分機能が発揮
できない恐れがあり、洪水中、洪水後の点検を重
点的に実施する必要があると判断する場合。
【補修検討・要詳細調査】の目安

中

変状が、治水施設としての機能が不足する恐れが
あり、洪水中、洪水後の監視を実施する必要があ
ると判断する場合。
【要詳細調査・経過観察】の目安

小
変状が洪水時に対して安全と思われるが、経過観
察を実施する必要があると判断する場合。
【経過観察】の目安  

 

表-4「堤防法面」の変状判断基準例 

点検
項目
規模 判断基準 備考

大

現況堤防断面が完成、暫定を問わず、
亀裂の深さが0.15m以上で、かつ計画断
面内に入り治水施設に多大な影響を与
える恐れがある場合。

中

現況堤防断面が完成、暫定を問わず、
亀裂が計画断面外で治水施設に影響を
与える恐れがある場合や、計画断面内
で亀裂の深さが0.15m以下の場合。

小
現況堤防断面が完成、暫定を問わず、
亀裂が計画断面外で治水施設に多少影
響を与える恐れがある場合。

「堤防法面」:亀裂、陥没、はらみだし、法崩れ、
寺勾配化、侵食等

①堤防計
画諸元,
②堤防余
盛基準を
参考に基
準値を設
定

 

写真-1 「堤防法面」の変状事例  

 
 

4.  変状危険度の判定方法 

 
(1)  変状危険度の判定における課題 

道内各河川事務所の堤防管理延長は左右岸あわせて

150kmを超過するところが多く、かつ、融雪流出の影響

により、夏季出水期前までに河道の目視調査が可能な期

間が短いことから、多くの調査員を集中的にモニタリン

グに従事させる必要がある。しかし、調査員の堤防に関

する知識や経験により、変状規模の判断に差が生じる可

能性がある。このため、短期間で効率的に調査結果を取

り纏めるためには、どの調査員でも同一の判断結果とな

るように客観的で分かり易く、かつ、今後の経過観察や

補修検討の必要性を判断するための目安が必要である。 
ここでは、変状の危険度を判断する基準として、札幌

開発建設部・江別河川事務所管内において設定した事例

を示す。上記の課題を解決するためには、規模（危険 

表-5「樋門等構造物周辺堤防」の変状判断基準例 

点検
項目
規模 判断基準 備考

大

構造物の接合部の開口の規模が、施設の機
能や治水施設に多大な影響を与えるおそれ
がある場合。
止水板の破断が確認された場合

中

構造物の接合部の開口の規模が、施設
の機能や治水施設に影響を与えるおそ
れがある場合。
継手開口、翼壁接続部開口0.07m以上
胸壁背面・翼壁背面の沈下0.1m以上

小

構造物の接合部の開口の規模が、施設
の機能や治水施設に多少影響を与える
おそれがある場合。
継手開口、翼壁接続部開口0.07m未満
胸壁背面・翼壁背面の沈下0.1m未満

樋門補強
マニュア
ル(既設樋
門,樋門周
辺堤防の
目視健全
度)を参考
に基準値
を設定

「樋門等構造物周辺堤防」:構造物の接合部の開き
の状態変化、段差の拡大等

 

 
写真-2「樋門等構造物周辺堤防」の変状事例 

 
度）の判断基準を分類するとともに（表-3参照）、各点

検項目の変状規模について、定量的な基準値を設定し

た。変状の判断基準の内、主だった項目の設定根拠は

以下の通りである。 
 
(2)  「 堤防法面」における判断基準の例 

堤防法面の亀裂等が拡大すると、すべり破壊等が発生

する可能性が高まり、堤防の質的安全度が低下する。 

「河川整備計画」では、土質情報等をもとに堤防の 

量・質的安全度を考慮の上、堤防断面が設定されている。

また、堤防施工時には「堤防余盛基準に関する通達3)」

を参考に、施工を行っている。 

 このことから、堤防法面の亀裂・陥没等の変状の判断

においては、「堤防の質的安全度を確保するために必要

な断面の確保」を考慮し、表-4に示す基準を設定した。 
 

(3)   「樋門等構造物周辺堤防」における判断基準の例 

樋門の胸壁・翼壁等の部材接合部の開口及び段差が拡

大すると、樋門等構造物が有すべき治水上機能を確保す

ることが困難となる可能性がある。樋門等構造物は、設

計基準に則り設計・施工が行われており、これによって

施設の機能を維持している。また、「樋門補強マニュア

ル（案）4)」では、構造物の変状に対して、目視健全度

の評価基準値が設定されている。以上を踏まえ、「構造

物接合部の開き、段差の拡大等」の変状判断は、上記マ

ニュアルの記載内容を考慮し表-5に示す基準とした。 

接合部止水版の損傷・開き 翼壁背面の沈下 

法面上の陥没・水溜り 法面上の亀裂 
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表-6「河道内」の変状判断基準例 

点検
項目
規模 判断基準 備考

大

堤防防護ラインを超える場合（但し、
各河川にて防護ラインを超える箇所で
あって、低水・高水護岸によって保護
されている箇所は別)。

中

最新横断図または最新調査より深掘れ
等が進行した場合で、変状規模が堤防
防護ラインに接近した場合又は計画河
床高か河床最深部のいずれか低い方
で、2m以上深掘れが進行した場合。

小

最新横断図または最新調査より深掘れ
等が進行した場合で、変状規模が計画
河床高または河床最深部のいずれか低
い方で、2m以下の深掘れが進行した場
合。

「河道内」:河床低下、局所洗掘の徴候として構造
物の沈下、自然河岸の崩落・侵食

①堤防防
護ライン,
②橋脚根
入れ基準
を参考に
基準値を
設定

 

写真-3「河道内」の変状事例 

 

 (4)    「河道内」における判断基準の例 

低水護岸、又はその基礎部における変状進行、並びに

自然河岸の侵食が拡大すると、洪水時の侵食作用に対す

る河岸保護機能が低下し、高水敷幅の減少等による堤防

の支持力低下に伴って、堤防のすべり破壊等が発生する

可能性が高まる。 

「河道計画検討の手引き5)」では、過去の河岸被災事例

等から1洪水に生じ得る河岸侵食幅の目安が示されてお

り、この目安に基づき「河川整備計画」において堤防防

護に必要な高水敷幅が設定されている。また、「河川管

理施設等構造令6)」では、低水路部に位置する橋脚の根

入れ基準値が示されている。以上を踏まえ、「河床低下、

局所洗掘・構造物の沈下、自然河岸の崩落・侵食等」に

対する変状の判断は、「1洪水に生じ得る河岸侵食幅の

目安となる高水敷幅の確保」及び「橋脚根入れ基準」を

考慮し、表-6に示す基準を設定した。  

 
(5)    変状判断基準の設定における課題事項 

目視で確認できる変状の分類が複雑で定量的な評価を

行うことができなかったものについては、ここでは、堤

防等の治水機能への影響程度をもとに定性的な判断基準

を設定しており、定量的な判断基準の設定は、今後の課

題としている。 
 
 

5.  点検情報の整理・活用方法 

表-7「河川カルテ」の種類と記載内容 

整理様式 記載内容

様式-1
(基本カルテ)

河川及び河川管理施設の状況について、河川工事に
伴う改変の他、河川巡視、点検、地域からの情報等に
より得られた出水等の自然外力による変状やそれに伴
う維持管理状況を平面図中に累加記録する。

様式-2
(経時カルテ)

基本カルテに記入した項目について、堤防、護岸、河道
等に係る変状の時間的経過が確認できるよう箇所毎に
記入する。

様式-3
(施設カルテ)

堰、水門及び樋門、揚水機場、排水機場及び取水塔、
橋等の河川管理施設に係る変状の時間的経過が確認
できるよう施設毎に記入する。  

 

工事

履歴

変状内容一覧（堤防・施設等） 被災履歴

変状箇所・区間

（番号は一覧と対応）

 
図-4「河川カルテ」作成例（様式-1）  

 
 (1)   点検情報の整理・活用における課題 
点検により得られた変状に関する情報は「河川カルテ

7)」に取り纏める。河川カルテには、点検結果及び補修

対策等実施事項に加え、河川改修工事、既往災害の発生

箇所及びその対策等、河川管理の履歴として必要な事項

を記載する。また、河道や施設の状態を適切に評価し、

迅速な改善を実施し、河川維持管理のPDCAサイクルを

実践するための重要なデータとなる（表-7、図-4参照）。 

一方、「河川カルテ」作成を含む点検結果の整理及び

その情報活用には、以下の課題があった。 

 確認変状数は出水期前点検のみで数百箇所を超え

ることが多く、点検結果の整理及び河川カルテ作

成は現地調査と同程度或いは上回る作業量である 

 出水中は河川巡視により情報収集を行うため、出

水前後の状況等、円滑な情報伝達が重要となる 

 カルテ様式は、主にエクセル形式で作成されてお

り（KP区間毎にシート作成）、各変状内容の検索、

集計、分析等を行うには多くの時間を要する 

 変状写真は河川カルテに未掲載なもの、他業務の

もの等、保管場所が複数存在し煩雑になっている 
 

 以上の課題を踏まえ、より効率的に点検情報を整理す

るとともに、円滑な情報伝達及び効果的な情報活用を実

現するための「堤防等点検システム」を構築した。 

低水護岸の崩落 自然河岸の侵食 
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(2)   「堤防等点検システム」による情報の整理・活用 
 図-5に「堤防等点検システム」の概要を示している。 
内業作業では、現地点検で得られた情報内容を各点検

者がシステムに入力する。同時にGPS座標付の変状写真

データをシステムに取り込む。ここで、河川カルテには、

変状箇所についてキロポスト位置を記載する必要があり、

かつては、キロポスト位置把握のため、現地で距離標か

ら変状位置までの距離を計測する、或いは各々の距離計

測用ソフトを用いて算定する等の作業が必要であったが、

本システムでは、座標情報が付加された写真データを基

に、キロポストが自動計算される仕組みとした。また、

河川カルテに掲載する変状写真は記載紙面範囲の都合上、

遠景・近景の2枚程度であるが、他の撮影写真も含め、

システムに一括管理した（次回点検、及び変状箇所詳細

の資料作成等に活用）。 
 一連の点検は、長時間を要するが、変状拡大等の著し

い箇所が発見された場合、河川管理者への迅速な報告が

必要となる。また、出水中や地震発生直後等は、主に河

川巡視により情報収集を行うため、定期的に最新の変状

箇所情報を提供することが必要となる。そこで、本シス

テムでは、対象区間や変状項目等を選択可能とした上、

速報版資料として、変状箇所一覧・位置図を作成する機

能を設けた。また、河川カルテ作成は、様式が主にエク

セル形式で作成されており、従来はエクセル上で、KP
区間毎に変状情報の入力、写真添付、位置図作成等を行

っていたため、多くの時間を要したが、システム内に登

録された変状情報を基に、河川カルテの所定様式（様式

-1,2,3）に必要情報を掲載して出力を可能とした。 

 
表-8  江別河川事務所所管の管理区間 

樋門
・水門

排水
機場

石狩川 21.2
KP18.3～
KP39.0

20.7
KP17.2～
KP39.4

22.2 7 1

篠津川 2.5
KP0.0～
KP2.897

2.9
KP0.0～
KP2.897

2.9 5 2

千歳川 5.8
KP0.0～
KP5.8

5.8
KP0.0～
KP5.8

5.8 11 2

夕張川 44.4
KP0.0～
KP19.7

19.7
KP0.0～
KP14.3

14.3 8 1

幌向川 7.6
KP0.0～
KP7.465

7.5
KP0.0～
KP7.465

7.5 9

清真布川 9.1
KP0.0～
KP8.598

8.6
KP0.0～
KP8.598

8.6 20

合計 90.6 65.2 61.3 60 6

河川名
堤防延長（km） ＜有堤区間＞

河川管理
施設数

左岸 右岸

管理
延長
(km)

 
 
(3)  河川基本情報と変状内容との関係整理 
「堤防等点検システム」には、河川の基本情報として、 

堤防土質（堤体・基礎地盤）、要注意地形(旧川跡等)、

施工年度、被災履歴(堤防・護岸被災、河岸侵食)、護岸

敷設状況、河道線形、重要水防箇所（堤防高、堤防断面、

法崩れ・すべり、漏水、工事施工、新堤防箇所の評価）

等の情報を登録しており、各変状箇所について、河川特

性等との関係分析に供するよう、変状情報とともに一覧

表内に併記可能としている。 

平成24年度の江別河川事務所管内での点検結果につい

て、基本情報と変状数の関係整理の例を以下に示す。表

-8には、江別河川事務所所管の管理区間を示しており、

堤防点検対象河川は石狩川など6河川、管理延長は

90.6km、総堤防延長は126.5kmである。 

図-5  堤防等点検システムの概要 
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図-6には、堤防（土堤・構造物周辺堤防）で確認され

た変状箇所数について、要注意地形、重要水防箇所評価

（法崩れ・すべり）、構造物施工年度との関係を示して

いる。ここに、上図は、各河川の変状数を積み上げ表示

しており、下図は、単位区間（単位構造物）当たりの変

状数を整理している（単位当たりは全河川を総集計）。  
単位当たりの整理結果から、「要注意地形」では軟弱

地盤箇所で変状が多く、「法崩れ・すべり評価」では、

評価B（被災実績があるが対策が暫定施工の場合、或い

は堤体・基礎地盤の土質・法勾配等からみて被災の恐れ

がある場合）箇所で多い結果となっており、堤体及び地

盤の不良条件との因果関係が示唆される。また、施工年

度との関係では、昭和30～40年施工の経過年数の大きい

構造物において変状が最も多いが、昭和50年～平成20年
間（内10年間隔）の施工構造物の変状数と大きな差は無

く、施工年度に加え、土質条件や経年的な施設の補修状

況等も結果に反映されているものと考えられる。 
以上のように、堤防・施設等の点検においては、対象

河川の河道特性・施設条件等を十分に把握した上、変状

の発生原因及び今後の変状経過を考察することが重要と

なる。 
 
 

6.  おわりに 

 
 本稿は、「平成24年度・江別河川事務所管内堤防点検

外業務」において、委託業者の「（株）北開水工コンサ

ルタント」との共同で報告するもので、堤防等河川管理

施設及び河道の効果的・効率的な点検手法と、そこから

得られる情報の整理及びその有効活用を目指した取り組

みについて報告した。 
 
 

 
今後に向けては、道内他河川の変状事例（変状規模・

経過の状態把握）と河道特性、施設・地域条件等との関 
連を分析・評価した上、北海道の特性に応じた点検方法

（時期・対象・頻度・危険度判定等）、詳細調査方法、

施設の補修・補強方法、及び補修等の優先箇所を判断す

るための基準を確立していくことが重要である。 
 一方、現地調査の高度化・効率化を目指すためには、

調査員の現在位置（及び変状位置）が把握可能で、かつ、

点検情報の現地整理（野帳の電子データ化）が可能とな

るタブレットPC等の有効活用にも着目していく必要が

ある。 
さらには、堤防等河川管理施設及び河道の点検情報に

加え、河川の物理環境（縦横断測量結果、土質調査結果、

各種平面図・航空写真等）、生物環境（環境情報図等）、

被災・工事履歴等の経年的な情報を包括した、全道統一

のシステム・データベースを構築することにより、河川

維持管理における状態把握、分析・評価を含むPDCAサ
イクル体系の構築に極めて有効なツールになるものと考

えられる。 
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図-6  河川の基本情報と変状数との関係 


