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はじめに 

一般社団法人リバーテクノ研究会（ＲＩＲＴ）は 2007 年 11 月に各界の知的連携により、

環境を配慮した河川防災に関する新技術の開発・普及を図り、地域の安全・安心に貢献す

ることを目的に創設され、2010 年 10 月に一般社団法人に認定された研究会である。本研

究会は、当面の課題として近年頻繁に発生する集中豪雨による河川の浸水氾濫災害を軽減

するための水防技術であるモバイルレビーの開発に努め、現在その普及活動を実施してい

る。このような活動の中で、地域と一体となって新技術を普及し、専門的技能で地域の防

災活動を支援指導するためのスーパーバイザー「スーパー川守」資格の認定制度を立ち上

げ、2011 年 2 月に厳選なる資格審査を経て 13 名の資格認定を実施した。 

本書は、今回、資格認定した「スーパー川守」が地域で活動するに当たって、常に現場

で活用できる生きた河川技術ガイドブックを目標にＲＩＲＴの活動成果として作成したも

のである。 

内容は以下の項目からなる。 

・スーパー川守制度について 

・堤防情報の管理と活用について 

・堤防の点検・診断・調査について 

・モニタリングによる安全監視について 

・効率的な対策工法について 

本ガイドブックはＲＩＲＴの発足以来、地盤コンサルタント５社から構成される地盤ワ

ーキンググループが当研究会三木技術開発委員長の指導を得て約 3 年かけて取り組んだ「河

川堤防の点検システム」に関する新技術の開発成果をとりまとめたものである。 

本書は、河川施設の中での河川堤防を主体に検討されたものであること、公共投資が抑

制される中で効率化を目標にした新技術を主体に検討されていること、直轄管理の河川堤

防に関する点検や質的整備の業務経験を十分に生かし、「自治体が管理する地域河川を対象

に」を意識して作成したものであるなどを特徴としている。 

したがって、今後の中小地域河川管理に必要な局地集中豪雨による氾濫域の想定などに

必要な洪水外力に関する項目や減災に関わる河川施設の計画に関する項目については記述

していない。この項目については、今後、「スーパー川守」の活動を母体にその実績を踏ま

え補填していく予定である。 

本ガイドブックの資料編には各社の市販されている堤防関連技術に関し、「スーパー川

守」が発注者の要望に応じて即計画が組めるように簡単なリーフレットを添付している。

さらに、河川施設に関しての規程類についても必要と思われる箇所を抜粋し添付してある。

とりあえず現場で活用していただき、「スーパー川守」が種々経験を経て、この初版をさら

に改定し、現場に適した標準的な参考図書に整備されることを期待している。 

                        2011 年 6 月 地盤ワーキンググループ 

リーダー 馬場 干児 
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