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１．調査目的 

令和元年１０月１２日（土）に関東地方を通過した台風１９号によって，計画降雨量を

上回る豪雨が発生し，多摩川においても，京浜河川事務所から報告された出水概要（第３

報）によると，場所によっては計画高水位を超えて，支川，本川の氾濫など浸水被害が生

じた． 

多摩川は河口から１３㎞上流側の調布取水堰から小河内ダムまで２０箇所にわたって河

川横断構造物（堰・床固工・護床工・ダム）が設置されている．また，多摩丘陵の地質は

砂礫の下が土丹層によって構成され，河床の勾配が比較的急な河川であるため，洪水流に

よって大規模河床形態に大きく影響を与えることが推定される． 

ここでは，ニヶ領宿河原堰から小作取水堰までの区間を対象に，台風１９号による出水

後の状況を現地調査し，大規模河床形態に影響を及ぼす河川構造物とその周辺の河道でど

のようなことが生じているのか，今後の河川整備としてどのようなこと考慮する必要があ

るのかを提示することを目的とする． 

 

２．調査箇所 

 １１月４日に調査した箇所は以下のとおりである． 

・小作取水堰（河口から５６㎞付近） 

・昭和用水堰（河口から４８㎞付近） 

・日野用水堰（河口から４５㎞付近） 

・八高線鉄橋（河口から４４㎞付近） 

・四谷本宿床固工（河口から３８㎞付近） 

・大丸用水堰（河口から３２㎞付近） 

・ニヶ領上河原堰（河口から２６㎞付近） 

・ニヶ領宿河原堰（河口から２２㎞付近） 

追記・調布取水堰（河口から 13 ㎞付近）11 月 8 日（金）に現地調査 

・羽村取水堰（河口から 54 ㎞付近）東京都水産課の協力のもとで情報を得た． 

 

３．調査方法 

 構造物周辺の河道の全体像を把握するため，京浜河川事務所の技術職の方に案内してい

ただき，横断構造物とその周辺から外観した．調査記録のため，デジタルカメラを用い

た．また，出水前の上空から記録した河道の状態と比較しながらどのように河道が変化し

ているのかを協議した． 
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４．調査結果 

４－１．ニヶ領宿河原堰 

写真 4-1-1 は今年の出水前に記録されたニヶ領宿河原堰周辺の河道の状態を示す．写真に

示されるように，赤枠で示した堆積州によって堰下流側の澪筋が右岸側に偏っていた．台風

19 号の出水の影響を受けて，写真 4-1-2 に示されるように，堆積洲が侵食され，比高が低く

なり，かつ冠水幅が広がり，広い範囲で河原が形成されている．また，堰下流側では護床ブ

ロックが広範囲に設置され，最下流部では緩傾斜した状態になっている．この結果，ブロッ

クの形状抵抗によって洪水流の主な流れが底面に沿うことなく，河床低下・局所洗堀が生じ

なかったものと考えられる． 
堰直上流に設置された護床ブロックが流されたことがあったが，ブロックが流出された形

跡は確認されなかった．ただし，濁度が高く流量が大きいため，河床の状態を確認すること

はできなかった． 
堰の構造（写真 4-1-3 参照）から，ゲートの両側にある支柱が橋脚と同様な存在となり，

中小洪水時では図 4-1-1 に示されるような水面形になることが考えられ，堰を越える流れが

加速し，流向が下向きになりやすく，底面に負担をかけやすい構造になっている． 
魚道が右岸側と左岸側に整備され，少なくとも右岸側の魚道は機能している． 

 
 

写真 4-1-1 ニヶ領宿河原堰周辺の河道の状態（台風１９号前）京浜河川事務所資料 

  

写真 4-1-2 堰下流側の河道の状態 
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４－２．ニヶ領上河原堰 

 2011 年では一部 4m 落差の固定堰を 2m 切り下げて可動堰にし，翌年には固定堰全体が

２ｍ切り下げて可動堰となっている．固定堰であったため，洪水の度に大きな対流域とな

り，固定堰の下流側に巨大な堆積洲が形成されていた．写真 4-2-1 に示されるように，固

定堰の約 2m 分の高さが全面的に可動堰に変更され，2014 年以降から，左岸側の赤枠の堆

積洲の侵食が進行した（参考資料参照）．2019 年 9 月の段階では堆積洲に植生が生えた状

態で残置してある状態であったが，台風 19 号の出水によって，写真 4-2-2 に示されるよう

に，堆積洲は全体にわたって侵食が進行し，比高が 2m ほど低下した状態となった．さら

に，写真 4-2-1 に示す右岸側の赤枠で囲んだ堆積洲も侵食し，冠水幅が広がりやすい状態

になった．堰の構造が変更されたことによって堆積洲の変化は事前に推定できていたが，

出水規模の増大に伴い予想以上に侵食過程が進んだことになった．この結果，左岸側に整

備された魚道の下流域では迷入防止策として設置されたコンクリートブロック等はすべて

流出された．また，魚道が固定されているため，上流部で出水の流れが偏向され，対流域

が形成されるようになり，1m 以上の礫の堆積が広範囲に形成された．このことによっ

て，魚道からの流れは一部伏流し，礫が堆積した上を流れるようになり，他の箇所の流れ

と比べて無視できるほど感知しにくい状態となっている．実質的には魚道としての機能は

失われた状態となっている． 
 堰上流側において，台風 19 号の出水により，写真 4-2-1 に示す青枠のワンドを取り囲む 

 

 
写真 4-2-1 ニヶ領上河原堰周辺の河道の状態（2012 年ころの写真）京浜河川事務所提供 
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上流部が決壊されている．ワンドの環境を考えると，出水でワンド内の流れを攪乱させる

ことが重要であるので，出水の流れによって交換できる環境の糸口ができている． 
変更された堰の構造から，出水時にゲートが転倒しても，2m 落差が残るため，流量増

加に伴う下流水位の増加によって，露出射流を伴った自由跳水から潜り込み流れが形成さ

れ，やがて水面の沿う流れが形成される．落差構造物下流側に形成される跳水または潜り

込み流れの場合，主流が下流側遠方まで底面近くを沿うため，中小洪水を中心に洗堀，侵

食の要因となる．この度の台風 19 号の河床の状況からも検証できることであるが，河床

保護の対策が必要不可欠となる． 

 

 
写真 4-2-2 台風 19 号出水後の堰下流側の状態 

 

写真 4-2-3 魚道下流側に堆積した礫の状態および魚道からの流れが通過した状態 

 
参考資料 

  

2011.9.11, 2011.10.12 （4m 落差の固定堰，一部中央部を可動堰に改築） 
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2012.06.24 （可動堰の全面新設当時）          2012.07.02（礫の広がりが見られる） 

 

2013.04.23  （堆積州の侵食が始まる） 

  

2014.06.15 （迷入防止ブロック付近まで侵食）  2014.07.08                                   

  

2015.09.22（堆積州の侵食が進行）            2015.12.01（堆積州の侵食が進行） 

（迷入防止ブロックの一部崩壊が始まる） 
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2016.6.12（中州の侵食が進行） 

  
2017.07.02  （中州の侵食が進行） 

  

2018.03.02（中州の侵食の進行）        2018.07.04（中州の侵食の進行） 

  

2019.09.14（迷入防止ブロックの一部流出）   2019.10.18（堆積州の比高が全体的 2m 程度まで） 
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４－３．大丸用水堰 

 写真 4-3-1 に示されるように，右岸側に土砂吐きゲートが設置され，澪筋が右岸側に寄る

構造となっている．その結果，左岸側に堆積洲が形成されるようになっている．台風 19 号

の前では左岸側でも流量が豊水時の状態で少量であるが越水し，左岸側に設置された魚道に

も通水された状態となっていた．写真 4-3-2 に示されるように，台風 19 号の出水後には堆

積洲全体が侵食傾向となり，堆積洲の比高が以前より 2m ほど下がっていた．その結果，堰

の天端から下流側の橋梁の橋脚まで見られる状態となっていた．また，堰上流側に堆積して

形成されていた中州が侵食によって，消失された状態となっていた．さらに，左岸側は固定

堰であるため，台風 19 号の洪水時の流れによって，河床がさらに右岸側に傾いた状態とな

り，写真 4-4-2，写真 4-4-3 に示されるように，平水時より流量が多く流れている状態でも

左岸側の固定堰側では越水していない状態となっている．調査当日は 3 連休であったため，

大勢の河川利用者が河川敷，堤外地では，写真 4-4-3，写真 4-4-4 に示されるように，BBQ
（バーベキュー），読書，遊具を使っての遊び場，魚とり，散歩などが行われて出水の影響

でいたるところで破損が生じ，ブロックの位置が変化している．この状態は安定した状態で

はないため危険性は否めない． 
 堰の構造から考えると，老朽化が進んでいるため，改善する必要はある．ただし，堰下い

た．ここで注意すべきことは，写真 4-3-3 に示される護床ブロックの状態である．流側のブ

ロックの設置状態が河床低下の影響を受けてか，緩やかに傾斜した状態となっている． 

 

 
写真 4-3-1 大丸用水堰周辺の河道の状態（台風１９号前） 

 



10 
 

ここで使用されている護床ブロックは凸型の形状を有しているため，ブロック上を通過する

流れは凸型の形状抵抗の影響を受けて(写真 4-3-5 参照)，堰を越える流れの主流が底面に沿

うことなく，水面に向かった流れが形成される．その結果，出水後の堰下流では河床低下は

見られなかった．また，左岸側の堆積洲の上部は侵食されているが下向き流れによって河床

を掘り下げる局所洗堀の痕跡は見られなかった（写真 4-3-6 参照）．写真 4-3-7 に示される

2018 年 3 月 30 日に記録した護床ブロックの状態と写真 4-3-3 に示す現状と比較すると，ブ

ロックの種類が異なる境界付近の破壊が大きく，ブロックの位置がずれている．このことか

ら，早急な安全対策が必要であると考えられる． 魚道が右岸側と左岸側に整備されている

が，少なくとも左岸側の魚道には水が入っていなかった． 

 

  

写真 4-3-2 堰上下流側の河川の状態 

 
写真 4-3-3 堰下流側の護床ブロックの状態 

 
写真 4-3-4 河川敷を利用している状態 
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写真 4-3-5 転倒ゲートから越水したブロック上の気泡混入した流れ 

 

写真 4-3-6 護床ブロック下流側の堆積洲および 
橋梁の橋脚に堆積している植生の状態 

 
写真 4-3-7 2018 年 3 月 30 日に記録した堰下流側の護床ブロックの状態 
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４－４．四谷本宿床固工 

 写真 4-4-1 に示されるように，利水用の堰から床固工として機能が変更され，左岸寄りに

澪筋が形成されていた．左岸側の道路を守るために，右岸側の河床を下げて澪筋が右岸側に

なるように河川整備されていた．写真 4-4-2 に示されるように，中州は消失し，右岸側の堆

積洲の侵食が認められ河道幅が以前より広がった状態となった．これは，右岸側に澪筋が来

るように河床を横断的に傾けたことによるものと考えられる．床固工からの流れについては，

写真 4-4-3 に示されるように，平水時より流量が大きい状態であったため，魚道内では乱れ

た状態となり，遡上できる流況ではなかった．その一方，ブロックが緩やかな傾斜になって

いる箇所では，形状抵抗が大きく，遡上可能な流れとなっていた．さらに増水した場合（洪

水時の流れが形成された場合）はブロックの凹凸の影響を受けて，主流が水面に向かう流れ

となり，写真 4-4-4 に示されるように，床固工下流側で河床低下および局所洗堀が見られる

状態ではなかった．ただし，河床が横断的にみて右岸側に傾いているため，写真 4-4-1 に示

す赤枠で示す右岸側の河岸が侵食されていた． 

 

 
写真 4-4-1 四谷本宿床固工周辺の河道の状態（台風１９号前） 
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写真 4-4-2 床固工下流側の河川の状態 

 
写真 4-4-3 床固工を越流する流況 

 

写真 4-4-4 床固工下流側の右岸側の河岸が侵食された状態 
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４－５．八高線多摩川鉄橋 

 写真 4-5-1 に示される河川の状態は鉄橋下流側で土丹層が露出し，4m 程度侵食された状

態に礫を投入し，ブロックによる帯工を整備した後の河道の状態を示す．写真に示す赤枠

の中州が台風 19 号の出水によって浸食し，写真 4-5-2 に示されるように，2m 以上比高が

低くなっている．また，この鉄橋では，橋脚の支間長が短いため，増水すると，鉄橋前後

の水面差が生じやすくなり，橋脚を通過する流れが加速し，下向き流れが形成されやすく

なっている．写真 4-5-3 に示されるように，護床ブロックが一部流出していることが確認

された．流量が平水より多い状態で濁りがあるため，鉄橋下流側の護床ブロック下流側の

河床の状態が確認できなかったが，ブロック形状から，形状抵抗による主流の上昇は期待

できないことから，さらに局所洗堀されている可能性は否めない．鉄橋周辺から帯工が設

置されているエリアでは大人から子供まで幅広い年齢層で河川空間を利用していることか

ら局所洗堀によって水深が急激に大きくなる箇所では溺死事故につながる可能性があるの

で安全対策は必要不可欠である．帯工ブロック設置位置より下流側については，堆積洲の

侵食の影響もあり河道幅が大きくなっているため，洪水流の流れが分散されやすくなって

いるため，河床低下は認められない．鉄橋上流側では，写真 4-5-4 に示されるように，堆

積洲全体が侵食され河道が広がった状態になっている．魚道が 2 か所整備されているが，

少なくとも右岸側の魚道に水が入っていなかった． 

 

 
写真 4-5-1 八高線鉄橋周辺の河道の状態（台風１９号前） 
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写真 4-5-2 鉄橋下流側の河道の状態 

 
写真 4-5-3 鉄橋周辺の河道の状態 

 
写真 4-5-4 鉄橋上流側の河道の状態 
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４－６．日野用水堰 

 写真 4-6-1 に示されるように，堰上下流側では広範囲にわたって堆積洲が形成され，ゲー

ト設置個所，魚道設置個所など左右岸側に澪筋が分かれた状態にあった．台風 19 号の影響

を受けて，写真 4-6-2 に示されるように，堆積洲全体が侵食され，堆積洲に繁茂していた植

生が一部を除いて消失している状態となった．また，写真 4-6-3 に示されるように，堰直下

流側では，護床ブロック下流側で局所洗堀が生じ，落差が大きくなった箇所が認められる．

ブロック形状から中小洪水規模の流れが下向き流れになり河床洗堀が生じやすい状態にな

っている．このことから，護床ブロックによって河床保護をする役割であるものが，ブロッ

ク設置位置での吸出しの抑制にはなったものの，洪水時の流れの減勢および主流の制御には

ならない．写真 4-6-4 に示されるように，出水の影響で輸送された植生が魚道管理のために

設けられた支柱に堆積し，魚道にほとんど通水されていない状態になっている．さらに，写

真 4-6-5 に示されるように，堰上流部に堆積した堆積洲の一部が侵食していることが認めら

れる．これは拝島橋より下流側で河道が広がる状態になっているため，出水時にその影響が

右岸側にも及んだものと考えられる．魚道が整備されているが少なくとも，右岸側の魚道に

は水が流れていなかった． 

 

 
写真 4-6-1 日野用水堰周辺の河道の状態（台風１９号前） 
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写真 4-6-2 堰下流側の河道の状態 

 
写真 4-6-3 堰直下流側で河床低下した状態 

 
写真 4-6-4 堰に設置された魚道直上流側に閉塞された植生 
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写真 4-6-5 堰上流右岸側での河道と堆積洲の状態 
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４－７．昭和用水堰 

 昭和用水堰は秋川と多摩川の合流点の下流側に位置し，写真 4-7-1 に示されるように，多

摩川本川の澪筋が合流点に向かうように，緑枠の造成によって河道が右岸側に偏向するよう

になっている．この結果，左岸側を中心に堆積洲が形成され，右岸側では冠水頻度が高いた

め，礫洲の形成が広範囲に認められていた．写真 4-7-2 に示されるように，堰の上流側の一

部樹林化した堆積洲が侵食され，写真 4-7-3 の昨年 12 月に記録した状態よりも広範囲にわ

たって礫洲が形成され，冠水幅が広がりやすい状態に変化した．また，多摩川本川の澪筋の

流れが直線化した（写真 4-7-1 の青太の矢印）．写真 4-7-4 に示されるように，左岸側の越流

水脈（緑の細矢印）が中央部（オレンジの太矢印）に比べて大きくなっている． 
 写真 4-7-5 に示されるように，洪水時の流れが直線化したことで，堰下流の左岸側の堆積

洲が侵食し，新たな河道が形成されている．流量規模が減少し，中小洪水規模になったとこ

ろで，落差部からの流れが左岸側のブロック上を通過したときには，射流の状態で流下した

可能性がある．左岸側に設置されたブロックは凹凸形状のないブロックであるため，減勢効

果が見込めないものであるため，写真 4-7-6,写真 4-7-7 に示す昨年の 12 月の記録写真との

比較からも分かるように，堆積河床を侵食し，写真 4-7-8 に示されるように，左岸側の堆積

洲が消失したものと考えられる．その一方，中央部ではホロースケヤーブロック（凹凸形状

を有するブロック）が設置されていたため，写真 4-7-9 に示されるように，一定の堆積洲の

侵食は認められたものの，写真 4-7-10 に示す 2019 年 6 月 26 日に記録した河床の状態と大

きな差異はなかった．なお，魚道の機能は確認できなかった． 

 

写真 4-7-1 昭和用水堰周辺の河道の状態（台風１９号前） 
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写真 4-7-2 堰周辺および堰上流側の河道の状態 

 
写真 4-7-3 2018 年 12 月 25 日に記録した堰上流側の状態 

 
写真 4-7-4 堰の越流箇所による越流水脈の違い 
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写真 4-7-5 堰下流側のブロック周辺の河道の状態 

 
写真 4-7-6 2018 年 12 月 25 日に記録した堰周辺の状態 

 
写真 4-7-7 2018 年 12 月 25 日の堰下流側の河道の状態 
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写真 4-7-8 堰下流側の河道の状態 

 
写真 4-7-9 魚道下流端周辺の河道の状態 

 
写真 4-7-10 2019 年 6 月 26 日に記録した魚道下流端付近の状態 
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４－８．小作取水堰 

 写真 4-8-1 に示さるように，台風 19 号の出水前では堆積洲が堰上下流側に広範囲に形成

されていた．写真 4-8-2，写真 4-8-3 に示されるように，出水によって，堆積洲が侵食さ

れ，比高が低くなり，冠水された箇所が出水前と比べて多くなっている．なお，堰下流側

では河道幅が広がっているため，河床低下は生じていなかった．堰の上流側では河道幅が

下流側の河道幅に比べて制限されているため，掃流力が大きくなり，堆積洲が消失してい

る．魚道が左岸側に設置されているが魚道としての機能は確認できなかった． 

 

 
写真 4-8-1 小作堰周辺の河道の状態（台風１９号前） 

 
写真 4-8-2 堰下流側の左岸寄りの河道の状態 
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写真 4-8-3 堰下流側の河道の状態 

 
写真 4-8-4 堰上流側の状態 
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４－９．調布取水堰 

2006 年 4 月 26 日に記録した堰上流側の河道の状態を写真 4-9-1 に示す．また，2008 年

6 月 11 日に記録した堰下流側の河道の状態を写真 4-9-2 に示す．11 月 8 日（金）に現地確

認した状況を写真 4-9-3，写真 4-9-4 に示す．写真 4-9-3 に示されるように，構造物周辺の

状態について，台風 19 号の影響を受けて，出水前と比較すると，堰下流側の礫洲の比高が

下がり，ほぼ冠水した状態になっている．写真記録では明確な映像にはならないが，堰下流

側の多摩川大橋にかけて礫の堆積によって浅場が形成されている．このことは砂礫の冠水さ

れていない箇所，釣り人の通行，およびシラサギが立っている状態から推定される．ここで

見られた礫の堆積は，上流側で堆積洲が広範囲に侵食していることから，礫の輸送の状況を

考慮すると，下流部の広い範囲で同様な堆積が見られるものと推定される．堰下流側に位置

する下水処理放流口および樋門の状態から堤防に隣接する構造物の被害は確認されなかっ

た．なお，高水敷の至るところで，上流側から輸送された流木および植物の堆積が見られた．

また，写真 4-9-4 に示されるように，右岸側の一部固定堰となっている箇所を中心に堆積が

生じ，堰転倒堰の支柱に上流から運ばれた流木を含めた植物が堆積した状態になっていた． 

 

 
写真 4-9-1 2006 年 4 月 26 日に記録した堰上流側の河道の状態 
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写真 4-9-2 2008 年 6 月 11 日に記録した堰下流側の河道の状態 

 
写真 4-9-3 堰下流側の河道の状態 

 
写真 4-9-4 堰周辺の状態 
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４－１０．羽村取水堰とその周辺 

 写真 4-10-1～写真 4-10-10 は東京都水産課からの情報提供による．写真 4-10-11～写真 4-
10-13 に示す 2011 年 5 月 5 日に記録した状態と比較すると，羽村取水堰の右岸側の越流面

は凹凸が少ないため，流れが加速し，堰堤下流側の構造物が損傷し，河床が洗堀された状態

になっている．河岸側においては侵食も確認される．魚道については，上流端および魚道内

に堆積が生じ機能は失われている．左岸側においても堰堤の越流面は出水時の主流を水面に

上昇する機能および流速を減勢できる機能は有していないため，堰堤下流側の河岸側の侵食

が発生している．堰堤下流側の床固工については，第 2 床固工の左岸側で一部決壊してい

る．第 2 床固の構造から洪水流の主流を水面に上昇する機能および流速を減勢できる機能

を有していないため，局所洗堀がきっかけとなり，吸出しが下流側から生じて構造物の破壊

に至ったものと考えられる．第 3 床固工については，第 2 床固工の壊れたコンクリートの

残骸および流出されたブロックが見られる．さらに，左岸側に積み重ねたブロックの一部が

流出している．不明な箇所も多いため，詳細はさらに調査する必要がある． 

 

 

写真 4-10-1 羽村取水堰の状態      写真 4-10-2 堰に設置された魚道上流端 

 
写真 4-10-3 右岸側の堰堤の状態      
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写真 4-10-4 右岸側の堰堤直下流の状態 

 
写真 4-10-5 堰堤下流側の右岸側の河床  写真 4-10-6 堰堤下流側の左岸側の河床 

 
写真 4-10-7 羽村第 2 床固工の状態    写真 4-10-8 床固工が決壊した箇所の状態 
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写真 4-10-9 第 2 床固に設置せれた魚道内の状態 

 
写真 4-10-10 羽村第 3 床固工に設置された魚道とその下流側 

 

写真 4-10-11 2011 年 5 月 5 日に記録した堰堤周辺の状態 
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写真 4-10-12 2018 年 5 月 5 日に記録した魚道の状態 

 

写真 4-10-13 2011 年 5 月 5 日に記録した右岸側の堰堤下流面の状態 

 

写真 4-10-14 2002 年 1 月 7 日に記録した羽村第 2 床固工の状態 
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写真 4-10-15 2002 年 1 月 7 日に記録 
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５．調査結果を踏まえた今後の検討課題 
 
 調布取水堰から小作取水堰までの河川横断構造物周辺の現地調査を行った結果，河道内

に形成された堆積洲の侵食・消失が見られる．このことによって，人工的に河道が整形さ

れた箇所で出水時の流れに負荷がかかるところを中心に侵食され，通水しやすい状態にな

った．すなわち，大規模洪水による影響を考慮すると，河道幅，河道断面形状，河川構造

物の構造形状によって，河床低下，侵食傾向になる場合，出水によって輸送された種子が

高水敷に堆積され暴芽しやすい状態になる場合，橋脚の形状によって流木や植物が堆積さ

れやすく洪水時の水位が堰上がりやすくなる場合（バックウォーター効果を含む）が生じ

やすくなり，河川構造物の構造の在り方，構造物周辺の河道断面の整形の仕方に更なる工

夫が求められる．また，落差を伴う河川横断構造物からの流れの減勢方法について，中小

洪水規模の流量で形成される局所流の特性が十分に考慮されていないため，流れが河床に

負担をかけていることが共通して認められた．さらに，橋脚，可動堰ゲートの支柱の存在

によって流れが集中し，下向き流れが形成され，この下向き流れが河床に負担をかけてい

ることが共通して認められた．河床低下につながらない工夫が早急に求められる．河川横

断構造物には魚道が整備されているが，魚道の流れを遡上してくる魚が速やかに認識でき

ない場合，魚道にほとんど水が流れていない場合，魚道の流れが極端に乱れて遡上環境が

失われている場合など，問題解決すべき改良点が多く含まれている．また，流れが淡水化

した箇所，構造物からの流れが固定壁に衝突する流れが多いことなど降河環境を考えても

回遊性の水生生物の生存が難しくなっている場合も多い． 

 出水後の構造物周辺の安全性，水生生物の棲息・避難・移動の阻害，構造物と河川との

連続性，河床保護の考え方を様々な流量規模に対して総合的に検討し見直すことの必要性

が認められる．河川構造物は様々な機関が管理していることから，関係機関との連携協議

を早期に実現化し，短期，中期，長期に取り組むことを早期に整理していくことを推奨す

る．検討会発足にあたって形骸化につながることなく，多摩川の現場の状況を十分に熟知

した技術者（有識者を含む）と関係機関の管理者とが協議できることを望む． 

 
以 上 

 

 


