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令和４年度 河川巡視の実施結果について 

 

消防局警防部警防課  

 

１ 管轄消防署・巡視責任者、管轄消防団及び巡視箇所等 

管轄消防署 巡視責任者、管轄消防団、巡視箇所及び特記事項 

【青葉消防署】 
巡視責任者 青葉消防署長・青葉区長 

管轄消防団 青葉消防団 

巡視日時 河川名 巡視箇所 特記事項 

令和 4年 4月 5 日 

広瀬川 

川内追廻 

危険箇所なし。ホームレスがブルーシート

等で小屋を作っており住んでいる模様なの

で、有事の際は巡回広報が必要。 

令和 4年 4月 6 日 大手町、霊屋橋付近 
巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

令和 4年 4月 12日 

仲ノ瀬橋～澱橋 

評定河原橋～花壇

自動車学校（霊屋下

地区） 

地震により崩れた箇所が中ノ瀬橋北側左岸

4 箇所、及び花壇自動車大学校東側右岸 1 箇

所にあり。改修工事をするまでの規模では

ないと宮城県仙台土木事務所から説明があ

った。危険箇所なし。 

備考（他特記事項等） 

巡視区間ではないが、広瀬川の牛越橋北西側と土樋一丁目南側で

外川道堀削外工事(川底を掘る工事)を実施中であり、今年の 5月

に工事完了予定。 

また、令和元年 10 月 24日に土樋一丁目(広瀬川左岸)で発生した

崖崩れ現場は、擁壁工事が完了しているのを確認した。 

【宮城野消防署】 
巡視責任者 宮城野消防署長・宮城野区長 

管轄消防団 宮城野消防団 

巡視日時 河川名 巡視箇所 特記事項 

令和 4年 1月 9日 

七北田川 

岩切畑中・岩切西河

原・福室二丁目・高

砂二丁目・白鳥 

巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

令和 4年 1月 13日 

令和 4年 1月 21日 

令和 4年 4月 14日 

令和 4年 2月 17日 梅田川 原町四丁目・五丁目 
巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

備考（他特記事項等） 
各箇所の申し合わせ（梅田川との合流箇所の確認等）及び有事

の対応について各関係部署と情報共有を実施している。 

資料５ 
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【若林消防署】 
巡視責任者 若林消防署長・若林区長 

管轄消防団 若林消防団 

巡視日時 河川名 巡視箇所 特記事項 

令和 3年 6月 28日 広瀬川 
広瀬橋量水計付近

堤防 

巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

令和 4年 4月 21日 
名取川 

貞山運河 

大堀排水機場・二郷

堀排水機場 

井土浦川排水機

場・藤塚排水機場 

名取川河口堤防 

巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

二郷堀排水機場前の護岸が現在工事中。

令和 4年度内で完了予定。 

備考（他特記事項等） 
名取川・貞山運河：排水機場について各関係機関との情報共有

を図った。 

【太白消防署】 
巡視責任者 太白消防署長・太白区長 

管轄消防団 太白消防団 

巡視日時 河川名 巡視箇所 特記事項 

令和 4年 4月 13日 旧笊川 

谷地堀（準用河川） 

谷地堀工事箇所～

旧笊川合流地点及

び北目橋 

巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

備考（他特記事項等） 

谷地堀の改修工事は年度ごとの計画に基づき護岸改修工事中。 

令和 7年までに護岸工事が完了する予定。なお、令和 8年以降

も改修事業は継続の見込み。 

今後も河川の状況を監視するとともに改修状況等の情報を共有

し水防対策に活用することが必要である。 

【泉消防署】 
巡視責任者 泉消防所長・泉区長 

管轄消防団 泉消防団 

巡視日時 河川名 巡視箇所 特記事項 

令和 3年 9月 3日 

七北田川 

早坂下橋 

～六串橋周辺 

巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

令和 3年 10月 22

日 

小角水量標 

～六串橋周辺 

巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

令和 3年 10月 25

日 

早坂下 

～六串橋周辺 

巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

備考（他特記事項等）  
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２ 参加機関 

消防局 各消防署警防課・消防分署、消防局警防部警防課 

消防団 各消防団 

国・県 
国交省東北地方整備局仙台河川国道事務所名取川出張所 

宮城県仙台土木事務所 

関係部局 

危機管理局 

経済局農林土木課 

建設局下水道建設部河川課 

建設局下水道北管理センター 

建設局下水道南管理センター 

まちづくり推進部区民生活課 

 

 

 

 

【宮城消防署】 
巡視責任者 宮城消防署長・宮城総合支所長 

管轄消防団 宮城消防団 

巡視日時 河川名 巡視箇所 特記事項 

令和 4年 2月 7日 

広瀬川 

芋沢字大竹新田下

地内 

芋沢字新田地内（西

仙台病院南側） 

巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 
令和 4年 2月 12日 

令和 4年 3月 15日 芋沢川 芋沢字向田地内 
巡視時において護岸の崩れや洗掘等の異

常は認められない。危険箇所なし。 

備考（他特記事項等） 

広瀬川：豪雨による水位上昇時は、右岸いずみ興産㈱付近に越

水する危険性あり。県土木事務所としての改修工事等の予定な

し。西仙台病院南側の対岸（右岸）については平成 31年 3

月、左岸は、令和元年５月工事完了。 

芋沢川：橋の下流右岸の三徳化学工場に面する護岸高が低い状

況であり、豪雨による水位上昇時には、越水に十分留意が必要

である。県土木事務所での護岸工事は終了している。 
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３ 参加人員（延べ人員） 

消防署管内 消防職員 消防団員 他関係機関 計 

青葉 19名 2名 5名 26名 

宮城野 65名 0名 3名 68名 

若林 29名 37名 19名 85名 

太白 12名 3名 16名 31名 

泉 60名 0名 0名 60名 

宮城 10名 0名 0名 10名 

合 計 195名 42名 43名 280名 

 


