
北上川下流河川事務所管内点検結果一覧表
河川・ダム等名 点検箇所 点検施設等 点検結果 対応状況 点検日 措置（予定）日 点検者等

北上川 北上川河口 水面 異常なし － 4月4日 － 職員、河川愛護ﾓ
ﾆﾀｰ

きたかみさくら公園 水面、低水護岸、散策路 異常なし － 4月18日 － 職員、河川愛護ﾓ
ﾆﾀｰ、占用者

月浜第二水門付近船着場 船着場 異常なし － 4月18日 － 職員、河川愛護ﾓ
ﾆﾀｰ、占用者

月浜水辺プラザ 船着場、散策路 異常なし － 4月4日 － 職員、河川愛護ﾓ
ﾆﾀｰ

河北総合センター前船着場 船着場 異常なし － 4月4日 － 職員、河川愛護ﾓ
ﾆﾀｰ

柳津船着場 水面、低水護岸、水制工 階段の段差が分かりづら
い

階段の縁に着色して段差を
分かりやすくする 4月19日 4月27日 職員、占用者

登米船着場 水面、低水護岸、水制工 木製階段に腐食箇所あり 腐食箇所を修繕する 4月19日 4月27日 職員、占用者

米谷親水公園 水面、低水護岸 異常なし 4月19日 － 職員、占用者

中田漕艇施設 水面、低水護岸、水制工 「立入禁止」の表示板が
破損

占用者で表示板を修復する
ように指導 4月19日 4月27日 職員、占用者

冠木船着場 水面、低水護岸、水制工 泥の堆積 泥を撤去する 4月19日 4月27日 職員、占用者

旧北上川 旧北上川河口部 水面、導流堤 異常なし 4月17日 － 職員

住吉公園・中瀬地区水辺ﾌﾟ
ﾗｻﾞ 水面、船着場 異常なし 4月17日 － 職員、占用者

石巻大橋右岸上流 水面 異常なし 4月17日 － 職員

水押地区親水河岸 水面、低水護岸 異常なし 4月17日 － 職員

護岸に設置されている籠
マットが一部破損

ロープによる立ち入り禁止
措置 4月20日

救命浮輪が設置されていな
い 救命浮輪設置検討 夏休み前

石巻市曽波神公園 水面、水位観測所 異常なし 4月17日 － 職員

和渕地区水辺の楽校 低水護岸、船着場、水位観
測所

護岸部分に立ち入り可能
で転落転倒の危険あり

ロープによる立ち入り禁
止措置 4月17日 4月20日 職員、占用者

植立山公園船着場 船着場 異常なし 4月5日 － 職員、河川愛護ﾓ
ﾆﾀｰ

豊里地区水辺の楽校 船着場、テラス護岸 異常なし 4月5日 － 職員、河川愛護ﾓ
ﾆﾀｰ

脇谷閘門・鴇波洗堰・船着
場

脇谷閘門、鴇波洗堰、船着
場 異常なし 4月5日 － 職員、河川愛護ﾓ

ﾆﾀｰ

江合川 刈り取った茅を放置 占用者に撤去要請 ４月末予定

高水敷の排水不良
維持業者に排水措置指
示 ５月中

散策道の階段破損
占用者に修復指示（注意
喚起措置） ４月末予定

散策道の木材腐食
占用者に修復指示（注意
喚起措置） ４月末予定

散策道の一部地盤低下 占用者による経過観察 未定

観察デッキの地盤沈下 経過観察し、対応を検討 未定

車止めの単管パイプ繋ぎ
目がむき出しで危険 占有者に修復指示 4月27日

白鳥公園の河岸に塵芥が
多数有り 維持工事により撤去 ５月中

新江合川 李埣福沼地区水辺プラザ 水面、底水護岸、せせらぎ
水路等

歩行者用木橋の腐食や老
朽が激しい

看板・ロープ等で注意喚
起 4月17日 4月27日 職員、占用者等

グランドへの車進入止め
ロープの緩み 占有者に修復指示 4月27日

草が生えてくるとヘリ発
着所とグラウンドの境目
に転落の可能性有り

占用者で適切に除草 未定

鳴瀬川 河口部車止めが取り外さ
れた状態

仮防護柵による立入禁
止措置 4月23日

特殊堤に穴あり
無収縮モルタルによる閉
塞 4月23日

小野橋歩道橋左岸下流 低水護岸 異常なし 4月17日 － 職員

職員、占用者等

職員、占用者等4月17日

北上川運河交流館 水面、低水護岸、船着場 4月17日 職員、占用者

4月17日 職員、占用者江合川河川公園 低水護岸、水位観測所

4月18日水面、低水護岸、散策道、
坂路等牛飼水辺公園

江合川河川公園 水面、低水護岸、散策道、
坂路等

4月17日 職員

職員、占用者等

鳴瀬川河口部 水面、低水護岸

新江合川緑地公園 高水敷、坂路、排水機場等 4月17日



白鳥公園 高水敷、低水護岸 異常なし 4月16日 － 職員

親水公園 高水敷、低水護岸 異常なし 4月16日 － 職員

鳴瀬川中流堰船着場 水面、船着場 異常なし 4月16日 － 職員、堰操作員

下伊場野地区水辺の楽校 低水護岸、せせらぎ水路 異常なし 4月16日 － 職員、利用者

三本木桜づつみ公園 水面、低水護岸、散策道、
坂路等 法面に塵芥有り 維持工事により撤去 4月18日 ５月中 職員、占用者等

三本木防災ステ－ション 水面、低水護岸、散策道等 異常なし 4月18日 － 職員、占用者等

三本木河川敷運動場 高水敷、坂路、管理用通路
等

蟻ヶ袋排水樋管堤外取付
水路の進入禁止ロープ不
備

維持工事により修復 4月18日 4月23日 職員、占用者等

吉田川 吉田川河川公園 高水敷 異常なし 4月17日 － 職員


