
記者発表資料

平 成 ２ １ 年 ７ 月 １ ７ 日

岩 手 河 川 国 道 事 務 所

胆 沢 ダ ム 工 事 事 務 所

北上川ダム統合管理事務所

夏休み直前!! 水辺の施設点検を実施
～ 安全利用点検の結果 ～

岩手県内における国土交通省管内水辺の施設８２箇所の点検を

７月８日～１６日に実施した結果、施設に損傷等の問題がある１

６箇所について、直ちに補修等の処置や立ち入り禁止等の応急的

な処置を行っております。

特に、四十四田ダム下流の護岸補修については、ギネス記録申

請を目指すゴムボート川下り大会を控えていることから、現在補

修作業を急いでおり、７月２４日までに補修を完了する予定です。

その他、７７箇所については問題ありませんでした。

なお、河川水辺の利用にあたっては、十分注意するようお願い

します。

１．点検趣旨
河川等においては、従来から巡視や施設点検を実施してきたところですが、一般の利用者の

増加や利用を前提とした施設整備を進めていることを踏まえ、利用者の自己責任による安全確

保を心がけていただくことと併せて、施設の安全利用に資することを目的として、安全利用点

検を実施しました。

なお、河川等はもともと危険性を内包しているため、利用に伴う危険は、本来利用者自らの

責任により回避されるよう努めていただくことが必要となります。

２．点検対象
点検は、北上川上流の国土交通省管理区間内の河川、砂防施設及びダム（石淵ダム・田瀬ダ

ム・湯田ダム・四十四田ダム・御所ダム・胆沢ダム）における以下の箇所で行いました。

河川施設にあたっては、

①水辺プラザ等河川に親しむ利用を目的として施設を設置している区域。

②日常、人の集まりやすい場所にある水門・樋門等の河川管理施設。

ダム施設にあたっては、

①ダム管理区内において湖畔の水辺に親しむことを目的として、施設を設置した区域及び

水辺に親しむ等の利用者が日常的に見られる区域。



砂防施設にあたっては、

④水辺に親しむ利用等を目的として砂防施設管理者等が設置した区域。

⑤水辺に親しむ利用等を目的として砂防施設管理者等が設置した区域ではない

が、水辺に親しむ利用等が予想される区域。

なお、今回の点検は、山奥や天然河岸、中州、流水部などの自然区域及び立入禁止区域の

点検は、対象としておりません。

３．点検結果
安全利用点検は大勢の人が集まりやすい夏休みの前に実施しましたので、点検実施結果の概

要についてお知らせします。

全点検 直ちに処置 立ち入り禁止等の応急的 利用者の自己責任において

箇所数 した箇所※ な措置を施した箇所※ 通常の利用が可能な場所

河 川 ３０ ５ ２ ２８

砂 防 ４ ０ ０ ４

ダム ４５ １０ ４ ４１

統管

胆沢 ４ １ ０ ４

ダム

※：７月１７日現在作業中もしくは作業準備中であり、７月２４日まで措置予定箇所も含み

ます。

・点検結果の立ち入り禁止等の処置を施した箇所の詳細は別表のとおりです。

・上記の立ち入り禁止等の応急的な処置を施した箇所の水辺の施設等の利用にあたっては、

十分ご注意願います。

４．点検後の措置及び今後の対応
利用者に対する重大な危険又は支障があると認められた場合は、立入規制等を含む応急的な

措置を施し利用者への危険の周知に努め、さらに詳細な点検を実施し必要な対策について検討

を実施します。

なお、ダム湖については、御所ダムを除き本点検により湖面部分の点検を完了しており、異

常が無いことを確認しております。

※：御所ダムについては、雨天により延期しており７月２２日に実施予定です。

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ〉
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【砂防】 工 務 第 一 課 長 奥山吉徳 （直通：019-624-3198）

【ダム】 国土交通省胆沢ダム工事事務所(℡:0197-46-4711)

工務課長 佐々木健一（内 311）

国土交通省北上川ダム統合管理事務所(℡:019-643-7971)

管理第一課長 砂子勉（内 331）



【河川・砂防】
河川名等 点検箇所 点検結果 点検実施日

中津川 河川公園（中の橋下流）

・木杭柵護岸の上部が腐食している箇所有り。
（7/17現在作業準備中。7/24までに除去予定）
・河床から鉄筋が露出している箇所有り。
（7/17現在作業準備中。7/24までに切断予定）
・河岸洗掘されている箇所あり。
（7/17現在作業準備中。7/24までに立入禁止措置及び注
意看板設置予定）

7月16日

盛岡水辺プラザ（合流点付近） ・異常なし 7月16日

河川公園（南大橋付近） ・異常なし 7月16日

盛岡水辺プラザ（都南大橋付近） ・異常なし 7月16日

運動公園（紫波橋付近） ・異常なし 7月16日

石鳥谷水辺プラザ
・手すりの固定ナットが紛失している箇所有り。
(7/17現在作業準備中。7/24までに固定予定）

7月16日

北上水辺プラザ ・異常なし 7月8日

花巻市水辺プラザ ・異常なし 7月8日

河川公園（朝日橋付近） ・異常なし 7月8日

花巻南大橋付近船着場 ・異常なし 7月8日

低水護岸（珊瑚橋下流右岸）
・木製階段の一部が腐食していたため、バリケードにて
立ち入りを規制。（７月中に補修予定）

7月8日

水沢水辺プラザ ・異常なし 7月13日

河川公園（藤橋下流） ・異常なし 7月13日

河川公園（大曲橋上流） ・異常なし 7月13日

下曲田船着場 ・異常なし 7月8日

町裏護岸船着場 ・異常なし 7月8日

如来地地区護岸船着場 ・異常なし 7月8日

川崎水辺プラザ ・異常なし 7月8日

狐禅寺親水護岸 ・異常なし 7月8日

和田護岸船着場 ・異常なし 7月9日

平泉水辺プラザ ・異常なし 7月9日

町井水辺プラザ ・異常なし 7月8日

南成島水辺プラザ ・異常なし 7月8日

広瀬川 水辺の楽校（桜木橋上流） ・異常なし 7月13日

狐禅寺船着場 ・異常なし 7月8日

河川公園（磐井橋付近） ・異常なし 7月9日

脇田郷護岸 ・異常なし 7月9日

一関水辺プラザ ・異常なし 7月9日

松川第１砂防えん堤 ・異常なし 7月15日

西根床固工群 ・異常なし 7月15日

葛根田第１砂防えん堤 ・異常なし 7月15日

橋場安栖沢床固 ・異常なし 7月15日

※漂流物除去等の軽微な処置については省略しております。

北上川

猿ヶ石川

磐井川

八幡平山系
（砂防）



中津川河川公園（中の橋下流）での点検状況

中津川河川公園（中の橋下流）での
木柵護岸腐食状況
7月24日までに除去予定

中津川河川公園（中の橋下流）での
河床からの鉄筋露出状況
7月24日までに切断予定

中津川河川公園（中の橋下流）での河岸洗堀状況
7月24日までに立入禁止措置及び注意看板設置予定

低水護岸（珊瑚橋下流右岸）での
木製階段腐食状況とバリケードによる
立ち入り規制措置状況
7月中に補修予定



【ダム】
ダム名 点検箇所 点検結果 点検実施日

石淵ダム ダムサイト地区

・ダム下流管理橋
　橋を渡った先が工事区域となっている為、工事区域へ
　の立入り禁止の注意看板設置とチェーンによる封鎖を
　行った。
・ダム下流左岸散策路
　地震により隆起した箇所の注意看板設置と工事区域へ
　の立入り禁止措置を行った。
・ダム上流管理橋
　一部段差が生じていた箇所への応急措置を行った。

7月8日

ダムサイト ・異常なし 7月10日

柏木平地区
・倒れていた不法投棄禁止啓蒙看板を再度設置した。
・ボートトレーラへの車止めがなされていなかった。
　(占用者により7月17日までに対応予定)

7月10日

向田瀬地区
・のぼり旗の結束が弛んでいる箇所があった。
　(占用者により7月17日までに対応予定)

7月10日

白土地区 ・異常なし 7月10日

横峰地区
つり公園、ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場、ふれあいﾗﾝﾄﾞ
・異常なし

7月10日

ダム湖面 ・異常なし 7月8日

杉名畑地区 ・坂路上へ土砂が堆積していた為撤去した。 7月8日

錦秋湖大石公園 ・異常なし 7月8日

錦秋湖川尻総合公園 ・異常なし 7月8日

湯本湖岸公園
・転落防止柵の一部が破損していた為、立入り禁止措置
と注意看板の設置を行った。

7月8日

川尻公園 ・異常なし 7月8日

廻戸釣り堀公園 ・異常なし 7月8日

ダム湖面 ・異常なし 7月14日

ダムサイト
・ゴムボート川下りスタート地点の護岸が損傷し鉄線が
　飛び出てていたり、洗掘により足場が不安定となって
　いる。(現在補修作業中であり、24日までに完了予定)

7月8日

柳平水辺公園

・散策路利用の際に支障となる折れた枝や繁茂した枝の
　撤去を行った。
・貯水池への階段のボルトが弛んでいる箇所があり締め
　直しを行った。

7月8日

松園水辺公園 ・異常なし 7月8日

ダム湖面 ・異常なし 7月9日

御所湖管理所 ・異常なし 7月9日

尾入野湿性植物園
・遊歩道の踏み板が一部沈み込み躓く危険性がある。
　(占用者において、7/17までに対応予定)

7月9日

塩ヶ森水辺園地
・遊歩道の階段へ設置している滑り止めタイルがぐらつ
　いている箇所がある。
　(占用者において、7/17までに対応予定)

7月9日

下久保桜並木 ・水路への転落防止柵が傾いていたため是正した。 7月9日

御所湖大橋北園地 ・異常なし 7月9日

乗り物広場 ・異常なし 7月9日

ファミリーランド ・異常なし 7月9日

御所大橋運動場 ・異常なし 7月9日

県営漕艇場
(除園地)

・異常なし 7月9日

南園地 ・異常なし 7月9日

ダム湖面 ・雨天のため延期 後日実施

胆沢ダム学習館 ・異常なし 7月8日

胆沢ダム学習館周
辺

・異常なし 7月8日

馬留湿地 ・異常なし 7月8日

胆沢ダム左岸展望
台

・立入防護柵の接合部に隙間があるため、立ち入りでき
ないよう、セーフティコーンを設置した。

7月8日

胆沢ダム

御所ダム

田瀬ダム

湯田ダム

四十四田ダム



湖面からの点検状況：田瀬ダム

塩ヶ森水辺園地(御所ダム)での点検状況
柳平水辺公園(四十四田ダム)階段の

弛んだボルトの締め付け状況

杉名畑地区(湯田ダム)での処置状況

危険箇所への立入り禁止措置：石淵ダム

向田瀬(ﾖｯﾄﾊｰﾊﾞｰ)での点検状況：田瀬ダム

四十四田ダム下流の護岸補修状況(7/16現在)

四十四田ダム下流の護岸被災箇所

ゴムボート川下り
スタート地点




