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平成23年東北地方太平洋沖地震による被災箇所
平成29年4月1日現在

重要 度 左
重要水防衛所

1可)1141 事務所名 右 延(m)長 重要なる理由
担当

被災形態 想水定防さ工れ法る
備 考 図 面

種別 階級 sIJ 市町有 地先名 位 置 水防団体 1~'J0iIK官句

岡部川 水戸土木 左 小美玉市 川中子 335 小美玉市 堤防崩壊 1H24.3 竣工 本 1

掴沼川
水戸土木 左 東茨城郡茨城町 下石崎 2，332 茨城町 1H24.7 竣工 水 2

(掴沼湖)

掴招川
水戸土木 左 東茨域郡茨城町 下石崎 187 茨城町 護岸破損 |田5.3 竣工 水 -3

(澗沼湖)

掴沼川
水戸土木 左 東茨城郡茨城町 中石蝿 836 茨城町 護岸破損 |田4.6 竣工 本 4

{掴沼湖)

細沼川
水戸土木 左 東茨城郡茨城町 上石崎 2，004 茨城町 |回4.7 竣工 本 5

{掴招端)

掴沼川
水戸士木 右 東茨城郡大洗町 神山町 2，208 大洗町 |回4.6 竣工 水 6

(掴詔湖)

掴沼川
水戸土木 右 東茨城郡茨城町 成田町 3，447 茨城町 |田4.7 竣工 水 7

(細沼瀬)

澗招川
水戸土木 右 東茨城郡茨城町 網掛 1，451 茨城町

品護岸鴎破損塾 |四4.7 竣工 水 8
(細沼湖)

掴沼川
水戸土木 右 東茨城郡茨域町 宮ヶ崎 2，164 茨城町

五護岸臨破急損車ι |回4.7 竣工 水 9
(掴沼湖}

掴沼川 水戸土木 左右 東茨城郡茨城町 上石崎 258 茨城町 堤防崩壊 IH25.3 竣工 京一10

寛政川 水戸土木 左右 東茨城郡茨城町 上石崎 841 茨城町 |回4.7 竣工 ホ 11

調招川 水戸土木 左 東茨城郡茨城町 上石崎 103 茨城町 堤防崩壊 |回4.5 竣工 水 12

調招川 水戸土木 左 東茨城郡茨城町 谷岡部 134 茨城町 堤防崩壊 |回4.5 竣工 水 -13

調沼川 水戸士木 左右 東茨城郡茨城町 谷田部 531 茨城町 IH24.6 竣工 水 14

調沼川 水戸土木 左 東茨城郡茨城町 草寺田部 40 茨城町 事防出櫨 |四4・6 竣工 本 15

調沼川 水戸土木 左 東茨城郡茨城町 小鶴 295 茨城町 1H24.7 竣工 水 16
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平成23年東北地方太平洋沖地震による被災箇所
「 μ，~血"'-;-""'/ j .Lト4 1ム

重要度
左

重要水防箇所

f可川名 事務所名 右 延(m)長 重要なる理由
担当

被災形態 想定される 備 考 図 面

種別 階級 ~IJ 市町村 地先 4 位 置 水防団体 水防工法 対象番号

小野川 竜ヶ時工事 左 稲敷市 古渡 847 稲敷市
堤液防状崩化壊

H23，1I竣工 竜一 1

小野川 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 古渡 古渡第二機場 191 稲敷市
堤法防面崩亀壊裂

H23. 11 竣工 竜一 2

小野川 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 稲波 735 稲敷市 堤防亀裂 H23，1I竣工 竜-3

桂川 竜ヶ崎工事 左 牛A市 桂町 桂橋 F流 71 牛久市 堤防亀裂 H24， 1 竣工 竜 4
法面崩壊

取手市，

北浦川 竜ヶ崎工事 左 取手市 神滞 藤代f阿脇 75 利根)11水系県南 堤防亀裂 H24， 1 竣工 竜一 5

水防事務組合 堤防陥没

谷田)11 竜ヶ崎工事 右 っくばみらい市 東栗山 細見橋上流 280 っくぼみらい市 堤防崩壊 H24， 1 竣工 竜一 6

谷田)11 竜ヶ崎工事 右 っくばみらい市 東栗山 細見橋上流 338 つ〈ばみらい市 堤防崩壊 H24， 1 竣工 竜 7

谷田)11 竜ヶ時工事 左 龍ケ時市 庄兵衛新田 云 aJl輔下流 354 龍ヶ崎市 堤防亀裂 H24， 1 竣工 竜一 8

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 上須田 新利根輔下前 53 稲敷市 法面崩壊 H24， 1 竣工 竜一 9

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 }¥千石 新利根橋上統 252 稲敷市 法面崩壊 H24， 1 竣工 竜一10
護岸破損

新利根川 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 上須田 新車11根橋主流 75 稲敷市
護法面岸崩破壊損

H24，2 竣工 竜 11

新利根川 竜ヶ時工事 左 稲敷市 上須田
新利(根18輔橋)』流 77 稲敷市

護法岸宙崩破壊損
回 4，4 竣工 竜一12

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 八千石 新利担橋上諸 37 稲敷市 法面崩壊 田4，1 竣工 竜一13
護岸破損

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 手賀組新田 伊友部輔下涜 497 稲般市 堤防崩壊 H24，3 竣工 竜 14

新利根川 竜ヶ時工事 右 稲敷市 中島 幸田橋上流 148 稲敷市 堤防亀裂 H24，4 竣工 竜一15

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 福田 平須橋上下流 1，569 稲敷市 堤防崩壊 H24，5 竣工 竜一16
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平成23年東北地方太平洋沖地震による被災箇所
平成29年4月1日現在

重要度 左
重要水防箇所

河川崎 事務所名 右 延(m)長 重要なる理由
担当

被災形態 組水定防さ工れ法る
備 考 図 面

種 別 階級 思I 市町判 地先 4 位 置 本訪問樟 対象番号

新車即刻1[ 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 市崎 平須橋下流 493 稲敷市 堤防崩壊 1124.3 竣工 竜一17

新利根川 竜ク崎工事 右 稲敷市 市崎 652 稲敷市 堤防崩壊 1124.3 竣工 竜一18

新利根川 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 町田 圏央道楠製部 449 稲敷市 堤防崩壊 H24.5 竣工 竜一19
下流

新布施到1[ 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 市崎 圏夫遺構担割 171 稲敷市 堤防崩壊 1124.3 竣工 竜 20
下流

新車地主)1[ 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 町田 新橋下流 572 稲敷市 堤防崩壊 1124.3 竣工 竜一21

新利根川 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 椎塚 新橋下流 313 稲敷市 堤防崩壊 H24.4 竣工 竜一22

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 柴晴 柴略構 F流 125 稲敷市 堤防崩壊 1124.5 竣工 竜-23

新車版川 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 柴崎 柴崎橋下流 351 稲敷市 堤防亀裂 1124.4 竣工 竜一24

新利劇11 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 柴崎 柴崎橋下流 36 稲敷市 法面崩壊 1124.3 竣工 竜-25

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 柴崎 柴時橋上流 92 稲敷市 堤防亀裂 1124.5 竣工 竜一26

訴事劇11 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 柴時 柴崎橋上流 101 稲敷市
堤護岸防破亀裂損

1124.3 竣工 竜 27

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 柴崎 柴崎橋上流 68 稲敷市 堤防亀裂 1124.5 竣工 竜一28

新利樹1[ 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 柴崎 堂前橋下流 230 稲敷市
描堤防出融亀裂椙

1124.4 竣工 竜-29

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 角時 柴崎橋 k流 52 稲敷ili 堤防亀裂 1124.5 竣工 竜-30

新稿用刻1[ 竜ヶ崎工事 左 稲敷市 中山 堂前橋下流 41 稲敷市 護堤液岸防状破亀化裂損 1124.4 竣工 竜 31

新利根川 竜ヶ崎工事 右 稲敷市 角崎 堂前橋下流 64 稲敷市 堤防亀裂 1124.3 竣工 竜-32
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