
仙台河川国道事務所管内（阿武隈川下流、名取川、広瀬川、海岸）点検実施予定表

河川・ダム名 点検箇所 点検施設等 点検予定日 点検者等

阿武隈川 阿武隈川河口部（荒浜地区） 水面 4月14日 河川管理者

阿武隈川河口部（新浜地区） 水面 4月14日 河川管理者

荒浜船着場 水面、船着場 4月14日 河川管理者

岩沼船着場 水面、船着場 4月15日 河川管理者

柴田船着場 水面、船着場 4月14日 河川管理者

阿武隈川運動場（柴田町槻
木）

高水敷 4月14日 河川管理者・占用者

あぶくま公園運動場（亘理町
逢隈）

高水敷 4月14日 河川管理者・占用者

公園・グラウンド（岩沼市押
分・阿武隈一丁目）

高水敷 4月15日 河川管理者・占用者

丸森船着場 水辺 4月20日 河川管理者

舘矢間船着場 水辺 4月20日 河川管理者

角田船着場 水辺 4月20日 河川管理者

佐倉船着場 水辺 4月20日 河川管理者

観光船船着場（福祉センター
乗船場）

水辺 4月20日 河川管理者・占用者

船場観光船係留場 水辺 4月20日 河川管理者・占用者

丸森町桜づつみ 堤防 4月20日 河川管理者・占用者

名取川 名取川河口部（閖上地区） 水面、低水護岸、高水敷 4月16日 河川管理者

名取川河口部（藤塚地区） 水面、低水護岸、高水敷 4月16日 河川管理者

笊川樋門付近
低水護岸、高水敷、樋門樋
管

4月16日 河川管理者

名取橋付近 低水護岸、高水敷、土堤 4月15日 河川管理者

太白大橋付近
低水護岸、高水敷、坂路、管
理用通路

4月15日 河川管理者

柳生運動場付近 低水護岸、高水敷、土堤 4月15日 河川管理者・占用者

熊野堂運動場
低水護岸、高水敷、坂路、管
理用通路

4月15日 河川管理者・占用者

広瀬川 中河原緑地
低水護岸、高水敷、土堤、樋
門樋管

4月15日 河川管理者・占用者

飯田緑地
低水護岸、高水敷、土堤、管
理用通路

4月15日 河川管理者・占用者

若林緑地及び若林公園付近 低水護岸、高水敷、土堤 4月15日 河川管理者・占用者

八本松緑地
低水護岸、高水敷、土堤、樋
門樋管

4月15日 河川管理者・占用者

じゃぶじゃぶ池
低水護岸、高水敷、土堤、樋
管

4月15日 河川管理者

笊川 富沢地区～唐松橋付近 低水護岸、高水敷、遊歩道 4月16日 河川管理者

岩沼海岸 海岸全般
ヘッドランド、砂浜、堤防、消
波工

4月16日 海岸管理者

山元海岸 海岸全般
ヘッドランド、砂浜、堤防、消
波工

4月15日 海岸管理者



北上川下流河川事務所管内（北上川水系、鳴瀬川水系）点検実施予定表

河川・ダム名 点検箇所 点検施設等 点検予定日 点検者等

北上川 北上川河口 水面 4月15日
河川管理者、河北総合支
所

きたかみさくら公園 水面、低水護岸、散策路 4月15日
河川管理者、北上総合支
所

月浜第二水門付近船着場 船着場 4月15日
河川管理者、北上総合支
所

月浜水辺プラザ 船着場、散策路 4月15日
河川管理者、北上総合支
所

河北総合センター前船着場 船着場 4月15日
河川管理者、河北総合支
所

柳津船着場 水面、停水護岸、水制工 4月16日 河川管理者、占用者

登米船着場 水面、停水護岸、水制工 4月16日 河川管理者、占用者

米谷親水公園 水面、停水護岸 4月16日 河川管理者、占用者

中田漕艇施設 水面、停水護岸、水制工 4月16日 河川管理者、占用者

冠木船着場 水面、停水護岸、水制工 4月16日 河川管理者、占用者

旧北上川 旧北上川河口部 水面、導流堤 4月20日 河川管理者

住吉公園・中瀬地区水辺ﾌﾟﾗ
ｻﾞ

水面、船着場 4月20日 河川管理者、占用者

水押地区親水河岸（音の広
場）

水面、低水護岸 4月20日 河川管理者、占用者

北上川運河交流館 水面、低水護岸、船着場 4月20日 河川管理者、占用者

石巻市曽波神公園 水面、水位観測所 4月20日 河川管理者、占用者

和渕地区水辺の楽校
低水護岸、船着場、水位観
測所

4月20日 河川管理者、占用者

植立山公園船着場 船着場 4月15日
河川管理者、桃生総合支
所

豊里地区水辺の楽校 船着場、テラス護岸 4月15日
河川管理者、豊里総合支
所、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

4月15日
河川管理者、桃生及び豊
里総合支所

江合川 牛飼水辺公園 公園全般 4月14日
河川管理者、占用者、利用
者等

江合川河川公園 公園全般 4月13日 河川管理者、占用者

江合川河川公園 低水護岸、水位観測所 4月20日 河川管理者、占用者

新江合川 水辺プラザ(李埣福沼地区) 施設等 4月13日 河川管理者、関係自治体

鳴瀬川 鳴瀬川河口 水面、低水護岸、特殊堤 4月15日 河川管理者、東松島市

鳴瀬大橋上流部
（高水敷）

高水敷、階段護岸 4月15日 河川管理者、東松島市

小野橋歩道橋下流部
（高水敷）

低水護岸 4月15日 河川管理者、東松島市

木間塚大橋付近白鳥公園 水面・水辺 4月15日
河川管理者、自治体（鹿島
台）

感恩橋付近親水公園 高水敷 4月15日
河川管理者、自治体(鹿島
台)

鳴瀬川中流堰船着場 水面・水辺 4月19日 河川管理者、自治体(松山)

下伊場野地区水辺の学校 水面・水辺・高水敷き・堤防 4月19日
河川管理者、自治体(松
山)・下伊場野小学校関係

緑地及び運動場広場(師山) 左記全般 4月13日
河川管理者、占用者、利用
者

防災ステーション及び河川公
園敷地

左記全般 4月14日 河川管理者、占用者

三本木河川敷運動場 左記全般 4月14日 河川管理者、占用者

三本木桜づつみ及び河川公
園敷地

左記全般 4月14日 河川管理者、占用者

吉田川
吉田川河川公園
（高水敷）

高水敷 4月15日
河川管理者、占用者（大和
町）



鳴子ダム管理所管内点検実施予定表

河川・ダム名 点検箇所 点検施設等 点検予定日 点検者等

鳴子ダム 貯砂ダム周辺 法肩表示、注意看板 4月16日

管理所展望テラス 手すり、通路、階段 4月16日

管理用通路
進入防止柵、法面、路面、転
落防護柵

4月16日

釜房ダム管理所管内点検実施予定表

河川・ダム名 点検箇所 点検施設等 点検予定日 点検者等

堤体右岸駐車場 擁壁、斜面 4月23日 ダム管理者

堤体付近 フェンス、規制柵 4月23日 ダム管理者

堤体付近遊歩道 フェンス、斜面 4月23日 ダム管理者

貯水池左岸 湖面、低水護岸、斜面 4月23日 ダム管理者

太郎川貯砂ダム付近 湖面、フェンス、斜面 4月23日 ダム管理者

エコキャンプみちのく 湖面、防護柵、斜面 4月23日
ダム管理者
公園管理者

北川貯砂ダム付近 湖面、防護柵、斜面 4月23日
ダム管理者
公園管理者

みちのく杜の湖畔公園 湖面、防護柵、斜面 4月23日
ダム管理者
公園管理者

前川貯砂ダム付近 湖面、防護柵、斜面 4月23日
ダム管理者
公園管理者

前川右岸 湖面、低水護岸、斜面 4月23日 ダム管理者

前川左岸 湖面、低水護岸、斜面 4月23日 ダム管理者

七ヶ宿ダム管理所管内点検実施予定表

河川・ダム名 点検箇所 点検施設等 点検予定日 点検者等

七ヶ宿ダム 七ヶ宿ダム自然休養公園 防護柵、遊具、車止め 4月16日 ダム管理者、公園管理者

七ヶ宿ダム展望公園 階段、ベンチ、トイレ、車止め 4月16日 ダム管理者

水と雲の流れる広場 擁壁、ベンチ 4月16日 ダム管理者

道の駅「ありや」 道の駅、水辺 4月16日 ダム管理者

ダム本体及び周辺 天端、車止め等 4月16日 ダム管理者

ダム管理者、大崎市、鳴子
温泉郷観光協会、鳴子警
察署、鳴子消防署、河川利
用者

釜房ダム


