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【はじめに】
（１）管内の概況

遠軽出張所は北海道の北東部のオホーツク総合振興局管内3市14町1村の内、その中央

部の遠軽町・佐呂間町・湧別町の3町を所管しています。

当管内の地勢としては、ｵﾎｰﾂｸ海に面した道内で最大の湖であるｻﾛﾏ湖を擁する丘陵地帯

となっています。

管内面積は2,243km2で、人口は33,452人 (R2.1.1住民基本台帳人口)で、年々微量ではあ
るが減少傾向にあります。

気候は、ｵﾎｰﾂｸ海型気候に属し、年間降水量は800mm前後と全国的に比較しても少なく、

また、年平均気温は5～6度と冷涼ではあるが、日照時間が長いため比較的温暖な気候で寒

暖の差が大きく、特に1月から3月にかけての冬期間は、ｵﾎｰﾂｸ海特有の流氷により海面が結

氷するという特徴を有しています。

基幹産業は、海と山に接した地域性により、ﾄﾄﾞﾏﾂ・ｶﾗﾏﾂなどの豊富な森林資源に支えられ

た林業と限られた土地を生かした畑作・酪農業のほか、オホーツク海・ｻﾛﾏ湖を中心とした漁

業であり、漁業生産では、ﾎﾀﾃ・牡蠣・エビなどの漁獲量が多くなっています。

また、観光ｲﾍﾞﾝﾄとして、湧別町の120数種・100万本以上が咲くﾁｭｰﾘｯﾌﾟ公園や遠軽町の1

千万本のｺｽﾓｽが咲く太陽の丘があり、さらに、ｵﾎｰﾂｸﾏﾗｿﾝ・ｻﾛﾏ湖100kmｳﾙﾄﾗﾏﾗｿﾝ・湧別原

野ｵﾎｰﾂｸｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ大会等の魅力あふれるｲﾍﾞﾝﾄが開催され、夏冬通しての観光として

定着しています。

出張所が管理する道路・河川等の現況は、道路の管理延長が243.0km、河川管理延長が

287.75km、湖沼周囲が42.50km、砂防指定地・地すべり防止区域が32箇所、海岸管理延長が

13.4 kmとなっています。年間を通じて小雨な地域ではありますが、管内が広大であり、管理対象
となる公共土木施設が、海岸地域から内陸の丘陵地帯にまで及び、その中に点在しているとい

う特徴があります。

（２）所管区域

遠軽町・佐呂間町・湧別町

（３）管内図 オホーツク総合振興局
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（４）管理状況

○道路

路線数 延長km

主要道道 2路線 39.6km
一般道道 22路線 203.4km
合計 24路線 243.0km

○河川 ○湖沼（佐呂間別川水系)

河川数 管理延長km 湖沼周囲 km

湧別川水系 17河川 189.70km サロマ湖 42.50km
佐呂間別川水系 14河川 98.05km 計 １湖沼 42.50km
合 計 31河川 287.75km

○砂防・地すべり・急傾斜

砂防指定地 地すべり防止区域 急傾斜地崩壊危険地域

箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha) 箇所数 面積(ha)

31箇所 314.2188ha 1箇所 10.85ha
※地すべり防止区域は国土交通省指定分

○海岸

海岸名 管理延長km

湧別海岸 13.4 km
合 計 13.4 km

※管理する海岸は、国土交通省水管理・国土保全局所管分
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令和３年度（２０２１年度）　　網走建設管理部・遠軽出張所・道路管理一覧

主　要 １０３ 留辺蘂浜佐呂間線 21.1 21.1 一部区間3.4㎞を北見出張所で管理
道　道 １３７ 遠軽雄武線 (鴻之舞通) 18.5 18.5

一　般 ２０４ 湧別上湧別線 2.3 2.3

道　道 ２４４ 遠軽芭露線 (停車場通（連隊通）) 21.8 21.8

３０５ 紋別丸瀬布線 6.0 6.0 一部区間1.8㎞を遠軽出張所で管理
３０６ 丸瀬布上渚滑線 14.9 6.9 通行止区間　Ｌ＝8.0㎞
３３３ 遠軽停車場線 0.1 0.1

３３６ 上社名淵上湧別線 18.7 18.7

４０４ 上湧別停車場線 0.1 0.1

４９１ 芭露停車場線 0.1 0.1

４９３ 奥瀬戸瀬瀬戸瀬停車場線 8.7 8.7

５５８ 白滝原野白滝停車場線 11.7 11.7

５９２ 湯の里生田原停車場線 14.9 14.9

６５５ 仁倉端野線 7.2 7.2

６５６ 湧別停車場サロマ湖線 13.0 13.0

６８５ 計呂地若佐線 12.8 12.8

７１１ 社名淵瀬戸瀬停車場線 9.1 9.1

７１２ 緑陰中湧別停車場線 5.2 5.2

８５８ キムアネップ岬浜佐呂間線 4.5 4.5

８８６ 知来東線 4.6 4.6

９６１ 富武士佐呂間線 9.6 9.6

１０３２ 遠軽安国線 (高校通) 9.0 9.0

１０７０ 上武利丸瀬布線 28.8 28.8

１１６３ 丸瀬布インター線 0.3 0.3

計 243.0 235.0

N=24路線
※延長の単位はkm。令和2年（2020年）4月1日現在の数値。 （端数処理等のため合計が合わないことがあります。）

　 主な街路名とは地元協議等により呼び名が一般化している路線を記載（愛称をかっこ書き）

備　　考区　分 道道番号 路　　線　　名 主な街路名（愛称等） 管理延長(km)
夏期パトロー
ル延長(km)
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「作業内容別の維持管理水準一覧表」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」（網走建設管理部　遠軽出張所管内）

道路パトロール業務（通常、定期、夜間、異常時）により、道路の状況、利用状況等を把握し、維持管理水準に適合した場合に必要な作業を実施

【 道　 路 】

参考資料

図面表示

 予防管理型
 施設補修
（橋梁補修）

 橋梁補修
破損や劣化が確認された場合に、予防管理の取り組みを
踏まえた部分的な補修を実施

道路パトロール（定期）、橋梁点検等結果を基
に、部分的な補修を実施。

 橋梁塗装
部分的な”われ”や”はがれ”があり、錆が著しく発生
している場合に、予防管理の取り組みを踏まえた部分的
な補修を実施

道路パトロール（定期）、橋梁点検等結果を基
に、部分的な補修を実施。

施設補修
（トンネル等補修）

トンネル等補修
点検や早期の補修・修繕による措置を行い、長寿命化の
取り組みを実施

道路パトロール（定期）、定期点検等結果を基
に、部分的な補修を実施。

予防管理型、
対症管理型

施設補修
（道路附属物（小規模附
属物）補修･更新）

道路附属物（小規模附
属物）補修･更新

定期点検による診断結果より、施設の長寿命化を図る。
破損や劣化により、安全性の確保に支障が生じる場合
に、補修･更新を実施

道路パトロール（定期）、定期点検等結果を基
に、部分的な補修を実施。

 対症管理型
 施設補修
（路面等補修）

 舗装補修
（パッチング）

局部的な穴ぼこや段差等の発生が見られ、走行車両に支
障が生じる場合に実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

路面補修
（オーバーレイ）

わだち、ひび割れ等の発生が面的にみられ、走行車両に
支障が生じる又は生じる危険性が有る場合に、路面状況
に応じて実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

路面整正（砂利道）
融雪後、走行車両に支障が生じる場合に実施します。そ
の他、降雨等によりわだち掘れや穴ぼこ等が生じる場合
に実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

砂利道区間及
び事前通行規
制区間

 崩土除去、倒木処理、
路肩法面補修

局部的な法面崩落、倒木、路肩崩壊等が発生した場合
に、走行車両の通行確保のため、崩土除去や倒木処理、
路肩法面補修等の応急的な対応

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

 施設補修
（作工物補修）

 排水施設補修
破損や劣化により、排水施設がその機能を失い、安全性
の確保に支障が生じる場合に、補修や更新を実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

 交通安全施設補修
破損や劣化により、防護柵等がその機能を失い、安全性
の確保に支障が生じる場合に、補修・更新を実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を補修。また、照明の球切れ等は道路パト
ロール（夜間）結果に基づき実施。

 施設補修
（区画線）

 区画線設置

路面の中央線や、片側2車線以上の境界線は春先に交通
安全上、運転者が確認できなくなる場合に塗り替えま
す。また、その他の区画線は交差点等、特に必要な箇所
について実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

備考管理区分 区　分 内　　容 維持管理水準 令和３年度(2021年度)実施計画 地域の特記事項等
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「作業内容別の維持管理水準一覧表」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」（網走建設管理部　遠軽出張所管内）

道路パトロール業務（通常、定期、夜間、異常時）により、道路の状況、利用状況等を把握し、維持管理水準に適合した場合に必要な作業を実施

【 道　 路 】

参考資料

図面表示備考管理区分 区　分 内　　容 維持管理水準 令和３年度(2021年度)実施計画 地域の特記事項等

 日常管理型
 機能回復
（除草）

 草刈り

交通安全上の支障が生じる場合に、市街地及び郊外地の
通学路の草刈りは、一人で通学を始める小学１年生を想
定し、上半身が確認できる程度の草丈に、通学路を除く
郊外地は安全施設を確認できる程度の草丈を目安に管理

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

草刈図

 伐開
沿道において倒れる恐れがある立木や、倒木が人や車両
の通行に支障が生じる場合に除去

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

 日常管理型  路面清掃
春先、降雨のあとの土砂が飛散した時等、人や車、沿道
に支障が生じる場合に、沿道状況などに応じて実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

路面状況により
＝散水車+路面
清掃車又は散水
車 （路面清掃
車）

路面清掃図

 機能回復
（清掃）

 法面等清掃

春先におけるゴミの散乱等により美観や環境に支障が生
じた場合に実施します。
その他、ゴミの状況により排水施設に支障が生じる場合
等にも、清掃を実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

 排水施設清掃
土砂によって著しく塞がっている箇所を優先して清掃を
実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

 機能回復
（植栽管理）

 樹木剪定
標識等が見えにくくならないよう、また歩行者や車両の
通行に支障が生じないように樹木毎に樹形を考慮し剪定
を実施

道路パトロール（通常）等結果を基に、必要箇
所を実施。

　

 冬囲い
道内観光のイメージアップに寄与する沿道の中低木は、
雪害から樹木の育成を守るため、状況に応じて実施

積雪時期迄に対象木をムシロ・縄等で囲う。

 必要経費  施設維持  機械購入修理費 管理車両の更新修理のための必要経費 路面清掃車、草刈り機械などの修理

 車庫等整備 管理車両の車庫等更新修理のための必要経費 管内の車庫等の雨漏り補修他

 道路付属施設等経費
照明灯等の電気料金や、トンネル非常用設備等の電話料
金、通信料金等

照明の節電対象路線拡大を検討

 施設維持
（道路付属）

 道路付属施設の
 保守点検・補修

気象観測収集装置やトンネルの非常用設備は老朽化や欠
損による不具合が生じないように、定期的な点検と機器
の補修を実施

委託業務により保守点検を実施

－8－
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異常気象時通行規制 L=7.9km

80㎜/24h又は30㎜/h 路肩崩壊、土砂崩落
異常気象時通行規制 L=2.2km

120㎜/24h 冠水

通行止め L=8.0km

落石、地すべりの恐れ

異常気象時通行規制 L=8.0km

50㎜/24h 路肩崩壊

特殊通行規制区間 L=11.8km

路面整正（砂利道）・パトロール（夏期）地区区分図

異常気象時通行規制 L=14.7km

50㎜/24h 土砂崩落、落石

網走建設管理部遠軽出張所管内図

特殊通行規制区間 L=11.9km

特殊通行規制区間

L=4.7km

特殊通行規制区間

L=3.2km

地　　　　区

ＤＩＤ区間

ＤＩＤ区間を除く区間

砂利道

事前規制

R3規制区間

特殊通行規制区間
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草 刈 ・ 清 掃 地 区 区 分 図
網走建設管理部遠軽出張所管内図
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（１）道管理河川一覧（遠軽出張所管内）

（河川） （ｋｍ）

級種 水系名 河川名 市町村名 管理区間延長

1 湧別川 湧別川 遠軽町 42.5

中土場川 湧別町 11.0

ﾇｯﾎﾟｺﾏﾅｲ川 湧別町 1.2

富美川 湧別町 13.0

ｻﾅﾌﾞﾁ川 遠軽町・湧別町 17.2

生田原川 遠軽町 37.0

仁田布川 遠軽町 1.5

ｳﾗｼﾏﾅｲ川 遠軽町 6.5

青木沢川 遠軽町 0.5

八重沢川 遠軽町 1.4

矢矧沢川 遠軽町 0.8

竹の沢川 遠軽町 0.1

瀬戸瀬川 遠軽町 6.1

武利川 遠軽町 23.5

丸瀬布川 遠軽町 15.3

ｵﾛﾋﾟﾘｶ川 遠軽町 1.5

支湧別川 遠軽町 10.6

計 １水系１７河川 189.7

2 佐呂間別川 佐呂間別川 佐呂間町・北見市 47.5

芭露川 湧別町 19.0

ｷﾅｳｼ川 湧別町 0.6

ﾎﾟﾝ川 湧別町 1.0

西の沢川 湧別町 5.8

仁倉川 佐呂間町 6.0

8線の沢川 佐呂間町 0.34

成金の沢川 佐呂間町 0.22

安斉川 佐呂間町 1.3

三線川 佐呂間町 1.8

武士川 佐呂間町 9.0

四十号の沢川 佐呂間町 0.2

ｵﾝﾈﾙﾍﾞｼﾍﾞ川 佐呂間町 3.0

小野の沢川 佐呂間町 2.29

計 １水系１４河川 98.05

総計 ２水系３１河川 287.75

（湖沼） （ｋｍ）

級種 水系名 湖沼名 市町村名 管理区間延長

2 佐呂間別川 サロマ湖 佐呂間町・湧別町 42.50

計 １湖沼 42.50

【 Ⅲ　河川施設編 】
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（２） 「作業内容別の維持管理水準」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」　（網走建設管理部　遠軽出張所管内）

○河川パトロールは、北海道が管理する１、２級河川について、日常的な巡視や定期的な点検により施設や周辺環境の状況を把握し、異常や危険箇所を発見または予見した場合には、維持管理水準に基づき
　 維持管理作業を実施します。
【 河 　川 】

 予防管理型  施設補修
 樋門・樋管点検
整備

予防管理型の維持管理を目標として、堤防機能を阻害する
損傷、操作を行う管理人に被害を及ぼす可能性のある損
傷を把握し、損傷の程度に応じた維持管理をするために、
計画的な点検による目視健全度評価を行う。また、必要に
応じてゲートの開閉に支障のないよう保守整備

○年次計画に沿ってＲ３年度対象となる樋門の定期点検を
実施すると共に、必要に応じてゲートの開閉に支障のない
ようにグリスアップや故障機器の交換など簡易な保守整備
○エンジン式動力ゲート樋門は、年次点検の実施、試験運
転による機器の修理、調整
○予防管理型の維持管理を目標として、堤防機能を阻害
する損傷や操作する管理人に被害を及ぼす可能性のある
損傷を把握し、損傷の程度に応じた維持管理をするため
に、計画的な点検による目視健全度評価調査を行い、樋
門台帳に記録管理

○簡易な保守点検は市町村が実施(操作点検委託) ○Ｒ３点検整備箇所数
　　Ｎ＝７基
○エンジン式ゲート数
　  Ｎ＝７基

 樋門・樋管補修

予防管理型の維持管理を目標として、樋門・樋管の各部材
の重要性や目視健全度評価の観点から総合的に判断し、
優先順位を設定しながら補修を実施

○出水期前に点検を行い、機能障害箇所の補修を実施
○過年度調査した樋門健全度評価及びメーカー点検結果
を参考として、劣化や機能低下が認められるものや著しい
ものから補修を実施
○見易い量水標の設置（蛍光板、大文字、操作水位標な
ど）

 樋門・樋管再塗
装

予防管理型の維持管理を目標として、樋門・樋管の各部材
の重要性や目視健全度評価等の観点から総合的に判断
し、優先順位を設定しながらゲート等の金属機器の再塗装
を実施

○過年度調査した樋門健全度評価及びメーカー点検結果
を参考として、劣化や腐食が認められるものや著しいもの
から再塗装を実施

堰・排水機場等
補修

定期点検等の結果による診断を踏まえて健全度を評価し、
必要に応じて整備・更新を行い施設の必要な機能を確保

◯北海道河川管理施設点検要領（堰・水門・排水機場編）
に基づき、定期点検を実施
◯点検結果に応じて健全度評価を実施し、点検・整備総括
表及び機器リストを用いて、点検・評価結果を記録管理す
るとともに、必要に応じて補修を実施

◯Ｒ３年度点検整備箇所
数
　Ｎ＝１基

 対症管理型  施設補修  堤防補修

堤防の機能が低下する恐れがある沈下やひび割れ等の変
状が見られた時には、河川パトロールによる巡視を強化
し、その状態から堤防の機能に支障が生じると判断した場
合に、補修を実施

○出水期前の一斉点検、年間を通してパトロールによる巡
視などにより堤防の状況を把握し、必要に応じて補修
○堤防を散策路や親水目的として利用している箇所の安
全点検を実施（ＧＷ前）

○出水期前一斉点検は市町村等と連携して実施
○利用施設安全点検結果公表中

【河川施設安全点検結果
HPアドレス】
http://www.pref.hokkai
do.lg.jp/kn/ksn/kasenk
ahome/osirase.htm

 護岸補修

護岸の機能が低下する恐れのあるひび割れ、コンクリート
の劣化、沈下等の変状が見られた時には、河川パトロール
による巡視を強化し、構造物の機能に支障が生じると判断
した場合に、補修を実施

○出水期前の一斉点検、年間を通してパトロールによる巡
視などにより護岸の状況を把握し、必要に応じて補修
○河川の水面部を含む河川に親しむ利用を目的とした区
域や施設に設置されている護岸の安全利用点検を実施（Ｇ
Ｗ前）

○出水期前一斉点検は市町村等と連携して実施
○利用施設安全点検結果公表中

【河川施設安全点検結果
HPアドレス】
http://www.pref.hokkai
do.lg.jp/kn/ksn/kasenk
ahome/osirase.htm

 床止補修

床止の機能が低下する恐れのある床止本体及び護岸の沈
下、変形などの変状が見られた時には、河川パトロールに
よる巡視を強化し、構造物の機能に支障が生じると判断し
た場合に、補修を実施

○出水期前の一斉点検、年間を通してパトロールによる巡
視などにより床止の状況を把握し、必要に応じて補修
○河川の水面部を含む河川に親しむ利用を目的とした区
域や施設に設置されている床止の安全利用点検を実施（Ｇ
Ｗ前）

○出水期前一斉点検は市町村等と連携して実施
○利用施設安全点検結果公表中

【河川施設安全点検結果
HPアドレス】
http://www.pref.hokkai
do.lg.jp/kn/ksn/kasenk
ahome/osirase.htm

 転落防止柵補
修

倒壊、破損、脱落等により、安全性の確保に支障が生じる
場合に、補修を実施

○出水期前の一斉点検、年間を通してパトロールによる巡
視などにより転落防止柵の状況を把握し、必要に応じて補
修
○市街地などで住民などが河川へ転落するなどの事故防
止のために設置している転落防止柵の安全利用点検を実
施（ＧＷ前）

○出水期前一斉点検は市町村等と連携して実施
○利用施設安全点検結果公表中

【河川施設安全点検結果
HPアドレス】
http://www.pref.hokkai
do.lg.jp/kn/ksn/kasenk
ahome/osirase.htm

 堤内排水路補
修

堤内排水路の状態から、土砂の堆積、法面崩壊や法面保
護工が損傷し、明らかに排水機能に支障が生じると判断し
た場合に、補修を実施

○出水期前の一斉点検、年間を通してパトロールによる巡
視などにより堤内排水路の状況を把握し、必要に応じて補
修

○出水期前一斉点検は市町村等と連携して実施

 標識設置

老朽化、腐食、損傷により標識の脱落、倒壊の危険や文字
等の判読ができなくなっている場合に、補修等を実施

○年間を通してパトロールによる巡視などにより標識の状
況を把握し、必要に応じて補修

○出水期前一斉点検は市町村等と連携して実施 ※H20年度一斉点検実施済

維持管理水準 令和３年度(2021年度)実施計画
参考資料
図面表示

備考区　分 内　　容管理区分 地域の特記事項
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（２） 「作業内容別の維持管理水準」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」　（網走建設管理部　遠軽出張所管内）

○河川パトロールは、北海道が管理する１、２級河川について、日常的な巡視や定期的な点検により施設や周辺環境の状況を把握し、異常や危険箇所を発見または予見した場合には、維持管理水準に基づき
　 維持管理作業を実施します。
【 河 　川 】

維持管理水準 令和３年度(2021年度)実施計画
参考資料
図面表示

備考区　分 内　　容管理区分 地域の特記事項

 日常管理型
 河川機能回
復

 低水路整理

河道内に土砂が異常堆積し、流下能力を阻害し、出水時に
洪水氾濫の原因となる恐れのある場合に、堆積土砂を除
去

○出水期前の一斉点検、年間を通してパトロールによる巡
視などにより河道の状況を把握し、必要に応じて堆積土砂
を除去
○洪水後に河道状況を確認して、次の洪水に備えるため
の状態を把握するとともに、必要に応じて堆積土砂を除去

○出水期前一斉点検は市町村等と連携して実施

 河口掘削

河口に堆積した土砂が、洪水流を阻害し、氾濫被害や水位
上昇による周辺の冠水、魚類が遡上できないなどの原因と
なる恐れがある場合に、河口掘削を実施

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河口の状
況を把握し、必要に応じて河口掘削を実施
○波浪や高潮などの異常気象時は、河口状況の監視を強
化し、緊急対応できる体制をとる

○水位データを監視し、迅速に対応する

 結氷除去

融雪期に河道全体が結氷、積雪し、融雪水の越流による
洪水被害、また、樋門等の呑吐口等の結氷閉塞による排
水不能による冠水被害が生じる恐れがある場合に、河道
内の結氷を除去

○冬期間パトロールによる巡視などにより河道の状況を把
握し、支障箇所の結氷等を除去
○北海道融雪災害対策箇所の対象河川について、融雪災
害が発生しないように、市町村と連携して必要な箇所の結
氷除去

○Ｒ３融雪出水災害注意箇所
芭露川（湧別町）、三線川（佐呂間町）

○Ｒ３融雪出水災害危険
箇所
　・芭露川（字芭露（国道
芭露橋から町道4号橋ま
で））
　・三線川（字幸町（安斉
川合流点から道道富武士
佐呂間線　久米橋まで））

『北海道の融雪災害対策』
参照　　　要注意河川明示
(パトロール図)

 流木除去

河道内や橋脚に流木が堆積し、河川阻害による洪水被害
の発生や海岸等への流出による漁業被害の発生の恐れ
がある場合に、除去

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河道の状
況を把握し、必要に応じて流木を除去
○海岸等への流出による定置網等への被害の発生の恐
れがある場合に、市町村や漁業協同組合と連絡を密にし
て、必要な箇所の流木を除去

○出水後に関係機関による現地調査実施

 河川区域維
持

 河川区域伐開

河道内に樹木が繁茂し、流下能力を阻害し、出水時に洪水
氾濫となる恐れのある場合に、生物の生息・生育環境や景
観に配慮しながら伐開を実施します。　また、樹木により堤
防や樋門などの施設の機能が低下又は失われる状態とな
る場合に、伐開を実施

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河道の状
況を把握し、必要に応じて伐開を実施
○「市民団体協働の川づくり事業」の活用推進に向けて、
市町村と連携して住民等への周知、計画的な伐開を検討
○伐木材の再資源化等への利用を検討

○「市民団体協働の川づくり事業」の市町村広報誌掲載
○５月中に市民団体要望箇所を調整（第１回）

○市町村広報誌掲載（予定含
む）遠軽町、湧別町、佐呂間町
○「市民団体協働の川づくり事
業」～ｵﾎｰﾂｸ総合振興局HP掲
載
http://www.abashiri.pref.hokkai
do.lg.jp/ds/adg

 再生資源等処
理

河川区域に放置されたブロック等の再利用可能な資材の
一時保管場所までの搬送及び保管場所の適正管理

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河川区域
の状況を把握し、放置されたブロック等を撤去して保管場
所に保管

 その他

不法投棄物の処理、害虫駆除（薬剤散布）、親水施設等の
清掃、補修、規制看板補修等を実施

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河川区域
や親水施設の状況を把握し、必要に応じて対策を実施
○洪水等による災害発生の防止のため、不法投棄物を発
見した場合、処理するとともに不法行為を防止するための
対策を実施
○害虫の発生による河川周辺への影響や親水区域の河
川施設等の利用に支障が生じる状況の場合、必要に応じ
て措置
○親水施設については、安全利用点検（ＧＷ前）を実施し、
施設の損傷や機能の低下、危険な状況の場合、応急措置
を行うとともに、必要に応じて措置

○利用施設安全点検結果公表中 ○ﾊﾟﾄﾛｰﾙ時期：７月
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（２） 「作業内容別の維持管理水準」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」　（網走建設管理部　遠軽出張所管内）

○河川パトロールは、北海道が管理する１、２級河川について、日常的な巡視や定期的な点検により施設や周辺環境の状況を把握し、異常や危険箇所を発見または予見した場合には、維持管理水準に基づき
　 維持管理作業を実施します。
【 河 　川 】

維持管理水準 令和３年度(2021年度)実施計画
参考資料
図面表示

備考区　分 内　　容管理区分 地域の特記事項

 除草

水防上、環境
上、特に重要な
区間（重要水防
区間、ＤＩＤ隣接
区間、水位周知
区間、水防警報
区間）

重要水防区間や水位周知区間、水防警報区間、ＤＩＤ（人口
集中地区）隣接区間等の水防上、特に注意を要する重要
な箇所で、堤防の点検、不法行為や利用状況の監視、及
び河川管理施設の巡視・点検等のため、堤防法面及び管
理用道路の草刈りを年１回出水期前に実施

○「市民団体協働の川づくり事業」の市町村広報誌掲載
○５月中に市民団体要望箇所を調整（第１回）
○年１回実施する河川
・佐呂間別川,安斉川,芭露川,湧別川,丸瀬布川,生田原川

○市町村広報誌掲載（予定含
む）遠軽町、湧別町、佐呂間町
○「市民団体協働の川づくり事
業」～ｵﾎｰﾂｸ総合振興局HP掲
載
http://www.abashiri.pref.hokkai
do.lg.jp/ds/adg

除草区間図明示(除草区間
図）

上記以外の区間

上記以外の河川整備済区間で河川の巡視、点検や適切な
維持管理を行うために支障とならないように、堤防法面や
管理用通路の植生の繁茂状況等により、必要に応じて出
水期前に草刈りを実施

○必要に応じて実施する河川
・中土場川、ﾇｯﾎﾟｺﾏﾅｲ川、富美川、ｻﾅﾌﾞﾁ川、ｳﾗｼﾏﾅｲ川、
瀬戸瀬川、ｷﾅｳｼ川、ﾎﾟﾝ川,仁倉川,8線の沢川,成金の沢
川、三線川、武士川、四十号の沢川

除草区間図明示(除草区間
図）

周辺環境

病害虫発生の抑止、周辺環境保持の観点から、必要に応
じて草刈りを実施

○市街地や河川利用箇所等で周辺環境の保持、病害虫発
生の抑制など、必要に応じて草刈りを実施

除草区間図明示(除草区間
図）

低々水路の機能
保持

土砂堆積により低水環境の機能が低下又は失なわれてい
る場合に、土砂等を除去

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河道の状
況を把握し、低々水路機能に土砂等が堆積している場合、
必要に応じて土砂等を除去

魚道の機能保持

土砂堆積や異常洗掘により、魚道の機能が低下又は失わ
れている場合に、土砂等を除去

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河道の状
況を把握し、魚道に土砂等が堆積している場合、必要に応
じて土砂等を除去

魚巣護岸の機能
保持

土砂堆積や異常洗掘等により、魚巣護岸の機能が低下又
は失われている状態の場合、土砂等を除去するなどにより
機能回復する

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河道の状
況を把握し、魚道に土砂等が堆積している場合、必要に応
じて土砂等を除去

環境施設の機能
保持

親水施設や魚巣護岸の劣化や損傷、土砂堆積や流木によ
り、施設の機能や利用に支障が生じている場合に、土砂等
を除去

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河道の状
況を把握し、親水施設等が損傷、土砂等が堆積している場
合、必要に応じて補修、土砂等を除去

○年間を通してパトロールによる巡視などにより河道の状
況を把握し、親水施設等について利用者の安全確保のた
め必要に応じて施設補修や清掃を実施

○出水期前の一斉点検を行い、必要に応じて施設補修や
清掃を実施
○年間を通してパトロールによる巡視などにより河畔樹木
等の状況を把握し、必要に応じて剪定、下草刈りを実施

○洪水による災害の発生の防止のための堤防の状態把握
を目的とした堤防点検を行うため、出水期前に堤防、管理
用通路の草刈りを実施
○刈草は河川流出や周辺環境への影響がある場合は、収
草して処理

○「市民団体の協働の川づくり事業」の活用推進に向け
て、市町村と連携して住民等へ周知すると共に計画的な草
刈りを実施

○河川巡視、点検などの支障と成らないよう、堤防や管理
用通路の植生の繁茂状況等により必要に応じて草刈りを
実施

 その他河川
区
 域の環境管
理

河畔樹木の育成
など

 良好な水辺環境の創出を目指して河川区域内に植樹され
た樹木及び河畔樹木を剪定、下草刈りし、水辺環境の保全
を図る。
また、環境整備や親水整備された施設等の小規模な補修
や清掃を行い、利用者の安全を確保

 環境施設の
 機能回復
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（２） 「作業内容別の維持管理水準」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」　（網走建設管理部　遠軽出張所管内）

○河川パトロールは、北海道が管理する１、２級河川について、日常的な巡視や定期的な点検により施設や周辺環境の状況を把握し、異常や危険箇所を発見または予見した場合には、維持管理水準に基づき
　 維持管理作業を実施します。
【 河 　川 】

維持管理水準 令和３年度(2021年度)実施計画
参考資料
図面表示

備考区　分 内　　容管理区分 地域の特記事項

 必要経費 付属施設補修 水文施設補修

老朽化や欠損等による観測データの欠測等の不具合が生
じた場合に、観測・通信機器の補修、部品交換を実施

○別途保守点検をメーカーに業務委託し、年点検実施
○機器の故障、不具合が発生した場合は、その都度対応
　 ※「川の防災情報」に水位、雨量の情報を提供

○インターネット「川の防災情報」での欠測時に
　 おける警戒水位、警戒雨量超過の場合は、
　 ＦＡＸによる通報を実施する

 施設維持
可動堰等施設維
持運営費

施設の操作、管理をするための電気料、保守点検等の必
要経費

○建設管理部管理施設は、保守点検、操作運営規則等で
管理
○市町村等へ管理委託している施設は、協定書等に基づ
いて点検、運営管理

○芭露川ポンプゲート式小規模排水機場（湧別町へ操作
運営管理委託）

○委託業務契約（４月） 施設箇所明示（ﾊﾟﾄﾛｰﾙ図）

消流雪施設維持
運営費

施設の操作、管理をするための電気料、保守点検等の必
要経費

○建設管理部管理施設は、保守点検、操作運営規則等で
管理
○市町村等へ管理委託している施設は、協定書等に基づ
いて点検、運営管理

施設箇所明示（ﾊﾟﾄﾛｰﾙ図）

 河川区域維
持

水防資材等購入

洪水時や地震による護岸等の損傷、沈下が発生した時
に、流水から保護するためのシートや土のう等の水防資材
や油流出事故に使用する油吸着マット等について、前年度
使用した分の補充や有効期間が超過した資材を交換し、
必要量備蓄する経費

○危機管理として洪水や地震等で損傷した施設や河道の
維持を応急対応するために必要な資材、水質事故等に使
用する油吸着マット等の必要量を保管し、台帳管理

○防災情報連絡会議により関係機関と保管情報
　 を共有する

○防災情報連絡会議（６
月予定）

水防等資材保管一覧表
（資料編）

出水時の樋門、樋管のゲート操作及び平常時における定
期点検を地元市町村等へ委託する固定経費

○市町村で管理人を傷害保険へ加入契約 ○樋門操作委託契約（４月）
遠軽町、湧別町、佐呂間町

定期点検操作委
託料

樋門（管）の適切な機能保全を行うため、出水期前を始めと
して目視やゲート操作による設備各部の機能について定
期点検を行う経費

○定期点検は出水期前の４月、出水期の７～１０月の各月
に実施することとしていますが、出水期前の点検は、各現
地の実情により実施日を決定
○年度当初の委託契約時に点検整備に必要な消耗品等
の確認、操作に必要な器具等の確認報告を市町村から報
告し、必要な物品等を土現から支給
○定期点検の記録表は翌月５日までに提出

○年度当初点検の結果は、４月３０日までに出張所へ提出
○操作不具合箇所は、早急に対処する

○定期点検（５回）
　 ・出水期前１回（４月）
　 ・７～１０月各１回

臨時操作・巡回
委託料

大雨出水時に巡回及び必要に応じて樋門ゲート操作を行
い、外水の遮断と内水排除を行う経費

○市町村が行う巡回、操作に関する記録表は速やかに提
出させる。
○臨時操作に伴い必要な点検整備を実施した場合は、点
検整備記録表を速やかに提出させる。

○警戒体制時の巡回の徹底を図る

 樋門（管）操作委託料
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【融雪災害危険箇所】
・芭露川

【融雪災害危険箇所】

・三線川

治水系パトロール実施区間

支湧別川 湧別川

丸
瀬
布
川

瀬戸瀬川

仁田布川

湧
別
海
岸

川
西
地
区 港
町
地
区

東
地
区

農
地
海
岸

登
栄
床
地
区

武利川

生田原川

竹の沢川

矢矧沢川

ウ
ラ
シ
マ
ナ
イ
川

佐呂間別川

芭露川

武士川

オンネルベシベ川

成金の沢川

三線川

安斉川

小野の沢川
８線の沢川

仁倉川

キナウシ川

富美川

中土場川

ポン川

サナブチ川

河川要注意箇所

河 口 閉 塞 注 意 箇 所

融 雪 災 害 危 険 箇 所

湧別漁港

港

ヌッポコマナイ川

12

3

13

6

5

11

9

19

20

28
18

17

24

14

7

23
16

22

15

10

21

4

25

地-001

西の沢川

27

八重沢川

青木沢川

サロマ湖

四十号の沢川

オロピリカ川

網走建設管理部遠軽出張所管内図

8 1

29,30,31,32,33,34

36

【砂防施設】

番号 ダム名 市町村名

1 40号沢川1号 佐呂間町 砂防ダム

2 40号沢川2号 佐呂間町 砂防ダム

3 40号沢川 佐呂間町 渓流保全工

4 小滝沢川 遠軽町 砂防ダム

5 中土場川 湧別町 渓流保全工

6 中土場川 湧別町 砂防ダム

7 ﾊﾟﾝｹ支湧別川1号 遠軽町 砂防ダム

8 ﾎﾟﾝ川 湧別町 砂防ダム

9 武士川 佐呂間町 砂防ダム

10 支湧別川2号 遠軽町 砂防ダム

11 鉱山の沢川 佐呂間町 砂防ダム

12 ﾎﾟﾝ川 湧別町 渓流保全工

13 鉱山の沢川 佐呂間町 渓流保全工

14 丸武川 遠軽町 砂防ダム

15 上二股沢川 遠軽町 砂防ダム

16 ﾍﾟﾝｹｼｭｳﾍﾞﾂ1川号 遠軽町 砂防ダム

17 前田沢川 遠軽町 砂防ダム

18 泉の沢川 遠軽町 砂防ダム

19 武利意越川 遠軽町 砂防ダム

20 浦島内川 遠軽町 砂防ダム

21 支湧別川1号 遠軽町 砂防ダム

22 支湧別川3号 遠軽町 砂防ダム

23 ﾊﾟﾝｹ支湧別川2号 遠軽町 砂防ダム

24 前田沢川 遠軽町 渓流保全工

25～27 西興生沢川 佐呂間町 砂防ダム

28 水野沢川 遠軽町 砂防ダム

29～35 ﾍﾟﾝｹｼｭｳﾍﾞﾂ川床固工群 遠軽町 砂防ダム

36 8線の沢川床固工群 佐呂間町 砂防ダム

37 支湧別川3号遊砂地工 遠軽町 遊砂地工

38 支湧別川2号遊砂地工 遠軽町 遊砂地工

39 ﾊﾟﾝｹ支湧別川床固工 遠軽町 砂防ダム

水系番号・河川番号 水系名・河川名 延長(km) 水系番号・河川番号 水系名・河川名 延長(km)

4034 湧 別 川 水 系 4038 佐 呂 間 別 川 水 系

10 湧 別 川 42.5 10 佐 呂 間 別 川 47.5

50 中 土 場 川 11.0 50 芭 露 川 19.0

80 ヌ ッ ポ コ マ ナ イ 川 1.2 80 キ ナ ウ シ 川 0.6

100 富 美 川 13.0 120 ポ ン 川 1.0

310 サ ナ ブ チ 川 17.2 210 西 の 沢 川 5.8

490 生 田 原 川 37.0 1100 仁 倉 川 6.0

560 仁 田 布 川 1.5 1240 小 野 の 沢 川 2.29

770 ウ ラ シ マ ナ イ 川 6.5 1250 ８ 線 の 沢 川 0.34

960 青 木 沢 川 0.5 1330 成 金 の 沢 川 0.22

980 八 重 沢 川 1.4 1380 安 斉 川 1.3

1060 矢 矧 沢 川 0.8 1390 三 線 川 1.8

1240 竹 の 沢 川 0.1 1490 武 士 川 9.0

1320 瀬 戸 瀬 川 6.1 1640 四 十 号 の 沢 川 0.2

1530 武 利 川 23.5 1700 オ ン ネ ル ベ シ ベ 川 3.0

1930 丸 瀬 布 川 15.3 計 14 河 川 98.05

1970 オ ロ ピ リ カ 川 1.5 総計31河川 287.75

2330 支 湧 別 川 10.6

計 17 河 川 189.7

4038 佐呂間別川水系 延長(km)

1 サ ロ マ 湖 42.5

計 1 湖 沼 42.5

二級河川（湖沼）

河　　　　　　　　川　　　　　　　　表
一級河川 二級河川

38

39

26

3735

【地すべり防止施設】

番号 地区名 市町村名

地-001 生田原南 遠軽町
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河川除草区間

－ 凡 例 －

１年に１回

植生の繁茂状況によ
り必要に応じて実施

管理区間

ダ　　ム

頻
 

度

上流端 下流端

支湧別川 湧別川

丸
瀬
布
川

瀬戸瀬川

仁田布川

武利川

生田原川

竹の沢川

ウ
ラ
シ
マ
ナ
イ
川

佐呂間別川

芭露川

武士川

オンネルベシベ川

成金の沢川

三線川
安斉川

小野の沢川
８線の沢川

仁倉川

キナウシ川

富美川

中土場川

ポン川

サナブチ川

西の沢川

ヌッポコマナイ川

八重沢川

青木沢川

サロマ湖

四十号の沢川

オロピリカ川

網走建設管理部遠軽出張所管内図

網走建設管理部遠軽出張所管内図
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Ⅳ 砂防・地すべり・急傾斜編
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１．砂防・地すべり・急傾斜の維持管理実施計画

（１）砂防関係施設一覧

砂防施設
番号 級 水系名 渓流名 工種 施行年度 市町村名 備　　考

1 2 佐呂間別川 40号沢川1号 砂防ダム S42～S42 佐呂間町

2 2 佐呂間別川 40号沢支川2号 砂防ダム S42～S42 佐呂間町

3 2 佐呂間別川 40号沢川 渓流保全工 S44～S46 佐呂間町

4 1 湧別川 小滝沢川 砂防ダム S46～S47 遠軽町

5 1 湧別川 中土場川 渓流保全工 S49～S53 湧別町

6 1 湧別川 中土場川 砂防ダム S47～S48 湧別町

7 1 湧別川 ﾊﾟﾝｹ支湧別川1号 砂防ダム S47～S48 遠軽町

8 2 佐呂間別川 ポン川 砂防ダム S50～S53 湧別町

9 2 佐呂間別川 武士川 砂防ダム S51～S54 佐呂間町

10 1 湧別川 支湧別川2号 砂防ダム S53～S54 遠軽町

11 2 佐呂間別川 鉱山の沢川 砂防ダム S55～S57 佐呂間町

12 2 佐呂間別川 ポン川 渓流保全工
S55～S58
H10～H12

湧別町

13 2 佐呂間別川 鉱山の沢川 渓流保全工 S58～S60 佐呂間町

14 1 湧別川 丸武川 砂防ダム H3～H7 遠軽町

15 1 湧別川 上二股沢川 砂防ダム H3～H6 遠軽町

16 1 湧別川 ﾍﾟﾝｹｼｭｳﾍﾞﾂ川1号 砂防ダム S63～H4 遠軽町

17 1 湧別川 前田沢川 砂防ダム S63～H2 遠軽町

18 1 湧別川 泉の沢川 砂防ダム S61～S62 遠軽町

19 1 湧別川 武利意越川 砂防ダム S63～H2 遠軽町

20 1 湧別川 浦島内川 砂防ダム S60～S62 遠軽町

21 1 湧別川 支湧別川1号 砂防ダム H1～H2 遠軽町

22 1 湧別川 支湧別川3号 砂防ダム S58～S60 遠軽町

23 1 湧別川 ﾊﾟﾝｹ支湧別川2号 砂防ダム S61～S63 遠軽町

24 1 湧別川 前田沢川 渓流保全工 H3～H10 遠軽町
25
～
27

2 佐呂間別川 西興生沢川 砂防ダム H8～H13 佐呂間町

28 1 湧別川 水野沢川 砂防ダム H12～H14 遠軽町
29
～
35

1 湧別川
ﾍﾟﾝｹｼｭｳﾍﾞﾂ川
床固工群

砂防ダム H20～H23 遠軽町

36 2 佐呂間別川 ８線の沢川床固工群 砂防ダム H22～H24 佐呂間町

37 1 湧別川 支湧別川3号遊砂地工 遊砂地工 H30～ 遠軽町

38 1 湧別川 支湧別川2号遊砂地工 遊砂地工 R2～ 遠軽町

39 1 湧別川 ﾊﾟﾝｹ支湧別川床固工 砂防ダム R2～ 遠軽町

地すべり防止施設

番号 主要工種 施行年度 市町村名 備　　考

地－001 集水井 H12～H21 遠軽町

急傾斜地崩壊防止施設

番号 主要工種 施行年度 市町村名 備　　考

※　番号は、「治水系パトロール図」の位置番号を記入

地区名

生田原南

地区名
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（２）「作業内容別の維持管理水準」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」　（網走建設管理部　遠軽出張所管内）

○　施設の機能の維持、適正な利用、周辺環境の保持などを図っていくため、パトロールによって状況を把握し、異常や危険箇所を発見又は予見した場合には、維持管理水準に基づき維持管理作業を実施します。
　

【砂防・地すべり・急傾斜地】

予防管理型 施設補修
砂防関係施設
補修

砂防堰堤等の砂防設備、集水井工等の地すべ
り防止施設、土留柵工等の急傾斜地崩壊防止
施設等について、必要に応じ施設点検を行い、
計画的に修繕・更新等を実施

〇出水期前の点検及びパトロールにより砂防関
係施設の状況を把握し、施設の長寿命化を図る
ため、劣化の進行する前に必要に応じて補修を
行う

対症管理型 施設補修 護岸補修

護岸の機能が低下する恐れのあるひび割れ、
沈下等の変状が見られた時には、パトロールに
よる巡視を強化し、施設の機能に支障が生じる
場合に補修

○出水期前の点検及びパトロールにより護岸の
状況を把握し、必要に応じて補修を行う

法面補修

法面の機能が低下する恐れのある沈下、浮き
上がり等の変状が見られた時には、パトロール
による巡視を強化し、施設の機能に支障が生じ
る場合に補修

○出水期前の点検及びパトロールにより法面の
状況を把握し、必要に応じて補修を行う
  

排水施設補修
接合部のズレ、破損等により排水されなければ
ならない水の大部分が地下に浸透し、排水機能
に支障が生じる場合に補修

○出水期前の点検及びパトロールにより排水施
設の状況を把握し、必要に応じて補修を行う
  

転落防止柵補
修

倒壊、破損、脱落等により安全性の確保に支障
が生じる場合に補修

○出水期前の点検及びパトロールにより転落防
止柵の状況を把握し、必要に応じて補修を行う
  

標識補修
標識の脱落、倒壊の危険や文字等が判読出来
なくなっている場合に対処

○パトロールにより標識の状況を把握し、必要
に応じて補修を行う

管理用道路補
修

不陸、雨裂等により通行に支障が生じる場合に
対処

○パトロールにより管理用道路の状況を把握
し、必要に応じて補修を行う

日常管理型
施設機能回
復

土砂等除去
土砂等が堆積し、流下能力を阻害して出水時に
洪水氾濫等の原因となる恐れがある場合に除
去

○出水期前の点検及びパトロールにより河道の
状況を把握し、必要に応じて土砂等の除去を行
う
 

流木等除去 施設の機能に支障が生じるような流木等が堆積
した場合に除去

○出水期前の点検及びパトロールにより魚道の
状況を把握し、必要に応じて流木等の除去を行
う
 

結氷除去
融雪期に河道全体が結氷、積雪し、融雪水の越
流による洪水被害が生じる恐れがある場合に除
去

○パトロールにより河道の状況を把握し、支障
箇所の結氷除去を行う

塵芥処理
施設の機能に支障が生じるような不法投棄物が
発見された場合に処理

○パトロールにより河道の状況を把握し、必要
に応じて塵芥処理を行う

地域の特記事項 維持管理水準管理区分 区　分 内　容
参考資料
図面表示

令和３年度(2021年度)実施計画  備　　　　　考　
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（２）「作業内容別の維持管理水準」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」　（網走建設管理部　遠軽出張所管内）

○　施設の機能の維持、適正な利用、周辺環境の保持などを図っていくため、パトロールによって状況を把握し、異常や危険箇所を発見又は予見した場合には、維持管理水準に基づき維持管理作業を実施します。
　

【砂防・地すべり・急傾斜地】

地域の特記事項 維持管理水準管理区分 区　分 内　容
参考資料
図面表示

令和３年度(2021年度)実施計画  備　　　　　考　

崩土除去
斜面崩壊で崩土防止柵に土砂が堆積し、施設
の機能が低下した場合に除去

○パトロールにより崩土の状況を把握し、必要
に応じて土砂等の除去を行う

排水施設清掃
土砂等が堆積し、排水の機能に支障が生じる場
合に清掃等を実施

○パトロールにより排水施設の状況を把握し、
必要に応じて清掃等を実施する

法面除草

人家と接近している箇所で草本類が繁茂し、病
虫害発生の抑止、周辺環境保持の観点から支
障が生じる場合に、概ね屋根の高さを目安に草
刈りを実施

○パトロールにより法面の状況を把握し、必要
に応じて草刈り等を実施する

河道内伐開
樹木等が繁茂し、流下能力を阻害して出水時に
洪水氾濫等の原因となる恐れがある場合や施
設管理上で支障となる場合に除去

○パトロールにより河道の状況を把握し、必要
に応じて伐開を行う

必要経費 維持施設
情報基盤観測機
器
保守点検・運用費

地域住民の警戒避難に必要な防災情報の観測
機器の保守点検費用

○雨量計等の観測・監視設備を１回/年保守点
検
○機器の故障、不具合が発生した場合は、その
都度対応

土砂災害警戒情
報
システム運用費

地域住民の警戒避難に資する「土砂災害警戒
情報」を気象台と土現が共同で作成・発表する
ため必要となるシステム運用経費

○機器の故障、不具合が発生した場合は、その
都度対応する

地すべり情報通報
システム保守点検
運用費

地域住民の警戒避難に必要な防災情報の観測
機器の保守点検費用

〇伸縮計等の観測・監視設備を１回／年保守点
検
〇機器の故障、不具合が発生した場合は、その
都度対応
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Ⅴ 海岸編
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１．海岸の維持管理実施計画

海岸名 市町村名 管理延長(m) 備考

 湧別海岸 湧別町 13,441

計 13,441

注１．管理する海岸は、国土交通省水管理・国土保全局所管分

(1)海岸施設一覧（水管理・国土保全局海岸）
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「作業内容別の維持管理水準」及び「令和３年度(2021年度)実施計画」（網走建設管理部　遠軽出張所）

【海　岸】

予防管理型 施設補修 堤防・護岸補修
護岸、堤防の機能が低下する恐れのあるひび割れ、沈下
等の変状が見られた時には、パトロールによる巡視を強化
し、計画的に修繕・補修等を実施

○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより堤防・護
岸の状況を把握し、施設の長寿命化を図るため、劣化の進行する
前に必要に応じて補修

斜路補修
斜路の機能が低下する恐れのあるひび割れ、沈下等の変
状が見られた時には、パトロールによる巡視を強化し、施設
の機能に支障が生じる場合に補修

○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより斜路の状
況を把握し、必要に応じて補修

天端被覆工補修 地盤の空洞等により落下や不等沈下が生じる場合に補修
○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより天端被覆
工の状況を把握し、必要に応じて補修

排水施設補修
接合部のズレ、破損等により排水されなければならない水
の大部分が地下に浸透し、排水の機能に支障が生じる場
合に補修

○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより天端被覆
工の状況を把握し、必要に応じて補修

突堤・離岸堤・
消波工等補修

突堤等が倒壊により施設の機能に支障が生じる場合や、
斜路に隣接する消波ブロックが漁船の上げ下ろしに支障が
生じる場合に補修

○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより突堤・離
岸堤・消波工等の状況を把握し、必要に応じて補修

遊歩道補修
損傷等により施設の機能に支障が生じ、放置すると転倒事
故につながる場合に補修

○異常気象後や定期的なパトロールによる巡視などにより遊歩道
の状況を把握し、必要に応じて補修

ゲート補修
ゲートが損傷し波浪を防止できない、また、その恐れがある
場合に補修

○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などによりゲートの
状況を把握し、必要に応じて補修

転落防止柵補修
倒壊、破損、脱落等により、安全性の確保に支障が生じる
場合に補修

○異常気象後や定期的なパトロールによる巡視などにより転落防
止柵の状況を把握し、必要に応じて補修

階段・手摺補修
倒壊、破損、脱落等により、安全性の確保に支障が生じる
場合に補修

○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより階段・手
摺りの状況を把握し、必要に応じて補修

排水施設清掃 土砂等が堆砂し排水機能に支障が生じる場合に除去
○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより排水施設
の状況を把握し、必要に応じて対応

整地・土砂除去・
飛砂防止

施設の機能に支障が生じるような土砂等が発見された場合
に対処

○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより海岸の状
況を把握し、必要に応じて対応

流木・漂着物除去
施設の機能に支障が生じるような流木、漂着物が発見され
た場合に対処

○異常気象後や通常のパトロールによる巡視などにより海岸の状
況を把握し、必要に応じて対応

必要経費 施設維持 施設管理委託料
津波防災ステーション、安全情報伝達施設、付属施設等の
保守点検費用

○管理委託契約に基づいた保守点検を行う。
○機器の故障、不具合が発生した場合は、その都度補修。

○　施設の機能の維持、適正な利用、周辺環境の保持などを図っていくため、パトロールによって状況を把握し、異常や危険箇所を発見又は予見した場合には、維持管理水準に基づき維持作業を実施します。

日常管理型 施設機能回復

管理区分 地域の特記事項区分 内容

対症管理型 施設補修

令和３年度(2021年度)実施計画 備　　考
参考資料
図面表示

維持管理水準
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資料編
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１．管内関係機関

機 関 名 住 所 電話番号

（国の関係機関）

網走開発建設部 紋別郡遠軽町大通北７丁目 0158-42-2181
遠軽開発事務所

（道の関係機関）

網走建設管理部遠軽出張所 紋別郡遠軽町福路１丁目 0158-42-3165
網走建設管理部北見出張所 北見市緑が丘３丁目１－１４ 0157-25-7311
網走建設管理部紋別出張所 紋別市新生３９－４２ 0158-24-2196
北海道北見方面 遠軽警察署 紋別郡遠軽町大通北５丁目１番地４０ 0158-42-0110
オホーツク総合振興局 網走市北７条西３丁目 0152-41-0625
地域政策課 防災係

（市町村の関係機関）

遠軽町役場 建設課 紋別郡遠軽町１条通北３丁目１番地１ 0158-42-4817
生田原支所 産業課 紋別郡遠軽町生田原３３９番地１ 0158-45-2012
丸瀬布支所 産業課 紋別郡遠軽町丸瀬布中町１１５番地２ 0158-47-2213
白滝支所 産業課 紋別郡遠軽町白滝白滝１３８番地の１ 0158-48-2212

湧別町役場 建設課 紋別郡湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 01586-2-5869
湧別町役場総合支所建設水道課 紋別郡湧別町栄町１１２番地１ 01586-5-3764
佐呂間町役場 建設課 常呂郡佐呂間町字永代町３番地１ 01587-2-1210
遠軽地区広域組合消防本部 紋別郡遠軽町１条通北３丁目 0158-42-2050

（その他の関係機関）

遠軽地区維持管理協同組合 紋別郡遠軽町丸瀬布東町９８番地 0158-47-2331

-27-



所    属

区　分 分　類 種　別 規 格 単位 数量 備　考

資材 土木用材 大型土のう袋 φ1100mm×1080mm 枚 20 構内Ｄ型車庫内

資材 土木用材 土のう袋 600mm×1000mm 枚 630 構内Ｄ型車庫内

資材 土木用材 土のう袋 480mm×620mm 枚 700 構内Ｄ型車庫内

資材 油処理材 オイルフェンス もりの木太郎　F5012　直径12cm 本 10 構内Ｄ型車庫内

資材 油処理材 オイルフェンス OK-150,L=20m 本 2 構内Ｄ型車庫内

資材 油処理材 オイルフェンス タフネルオイルブロッター　F1 本 3 構内Ｄ型車庫内

資材 油処理材 オイルマット
タフネルオイルブロッター　BL-65
65cm×65cm×0.4cm

枚 500 構内Ｄ型車庫内

資材 油処理材 オイルマット
マイティゲルライトシート
MG-2000S　50cm×47cm

枚 160 構内Ｄ型車庫内

資材 油処理材 油処理剤 シークル N-800 18L/缶 缶 3 構内Ｄ型車庫内

物資 警備用品 セーフティーコーン H450mm 個 14 構内Ｄ型車庫内

物資 警備用品 セーフティーコーン H700mm 個 4 構内Ｄ型車庫内

物資 工具 スコップ 角 丁 3 構内Ｄ型車庫内

物資 工具 スコップ 剣先 丁 12 構内Ｄ型車庫内

物資 照明器具 投光機 500W未満 基 1 構内Ｄ型車庫内

物資 標識類 迂回路看板 枚 2 構内Ｄ型車庫内

物資 標識類 通行止 枚 4 構内Ｄ型車庫内

物資 標識類 車両通行止 枚 8 構内Ｄ型車庫内

物資 標識類 大型車両通行止 枚 4 構内Ｄ型車庫内

物資 標識類 矢印標示板 枚 2 構内Ｄ型車庫内

網走建設管理部遠軽出張所
２．防災用資機材保有状況表
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