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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

ＧＷ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７９箇所の点検を

４月１７日～２４日に実施した結果、施設に損傷等の問題がある

３３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。

ゴールデンウィークをむかえ、アウトドア活動が増えると思い

ますが、水辺の利用に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、大勢の人が集まりやすいＧＷの

前に水辺の安全利用点検を実施しました。

河川等は本来、降雨による増水など、自然現象による危険性を持ち合わせていることから、

利用に伴う危険回避は、利用者自らの責任により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、

①水辺に親しむ利用等を目的として、砂防施設周辺に設置した区域及び水辺に親しむ利用

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を対

象としておりません。



３．点検結果
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 ２６ ２ ０ ２６

砂 防 ４ ３ ０ ４

ダ ム ４９ １６ １２ ４９

合 計 ７９ ２１ １２ ７９

・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。

〈発表記者会：岩手県政記者クラブ・奥州市政記者クラブ〉
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工務課長 腰山武治（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 中島勇一郎（内 331）



【河川・砂防】
河川名等 点検箇所 点検結果 点検実施日

自由広場（中津川橋上流）
・高水敷に洗掘（段差）を確認
（4/24注意喚起看板設置済み）

4月19日

河川公園（中の橋下流） ・異常なし 4月19日

盛岡水辺プラザ（合流点付近） ・異常なし 4月19日

河川公園（南大橋付近） ・異常なし 4月19日

盛岡水辺プラザ（都南大橋付近） ・異常なし 4月19日

運動公園（紫波橋付近） ・異常なし 4月17日

石鳥谷水辺プラザ（大正橋付近） ・異常なし 4月17日

北上水辺プラザ ・異常なし 4月24日

花巻市水辺プラザ ・異常なし 4月24日

河川公園（朝日橋付近） ・異常なし 4月24日

花巻南大橋付近船着場 ・異常なし 4月24日

低水護岸（珊瑚橋下流右岸） ・異常なし 4月24日

水沢水辺プラザ
・遊歩道脇に洗掘を確認
（4月23日に埋戻しを実施）

4月19日

河川公園（藤橋下流） ・異常なし 4月19日

河川公園（大曲橋上流） ・異常なし 4月19日

町裏護岸船着場 ・異常なし 4月24日

如来地地区護岸船着場 ・異常なし 4月24日

川崎水辺プラザ ・異常なし 4月24日

一関遊水地展望台 ・異常なし 4月24日

平泉水辺プラザ ・異常なし 4月24日

町井水辺プラザ ・異常なし 4月24日

南成島水辺プラザ ・異常なし 4月24日

広瀬川 水辺の楽校（桜木橋上流） ・異常なし 4月19日

河川公園（磐井川緑地） ・異常なし 4月24日

一関水辺プラザ ・異常なし 4月24日

市野々原（展望広場） ・異常なし 4月24日

松川第１砂防えん堤
・公園の木製手摺りに損傷を確認
（4/24応急措置済み(損傷箇所を添え木・番線で固定))

4月23日

西根床固工群 ・異常なし 4月23日

葛根田第１砂防えん堤
・休憩施設の木製柵に腐食を確認
（4/24腐食した柵を撤去)

4月23日

橋場安栖沢床固
・遊歩道の木製手摺りに損傷を確認
（4/24応急措置済み(損傷部分を撤去しロープで規制)）

4月23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。

中津川

北上川

猿ヶ石川

八幡平山系
（砂防）

磐井川



自由広場（中津川橋上流）
  高水敷に出水による洗掘（段差）がみられた。
 （4月24日に注意喚起看板設置済み）

水沢水辺プラザ
  遊歩道脇に出水による洗掘がみられた。
  （4月23日に埋戻しを実施）

松川第１砂防えん堤（公園）
  公園の木製手摺りに損傷がみられた。
 （4/24応急措置済み(損傷箇所を添え木・番線で固定))



【ダム】

ダム名 点検箇所 点検結果 点検実施日

石淵ダム
（９箇所）

ダムサイト地区

・管理支所前において、防護柵（単管）の破損があり、
補修した。(4/20実施済)
・洪水吐管理橋右岸側階段の表示看板（立入り禁止）が
破損していたため、再設置。(4/20実施済)

4月19日

柏木平 ・特に異常なし 4月20日
向田瀬 ・特に異常なし 4月20日
白土 ・特に異常なし 4月20日
横峰
・つり公園
・ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場
・ふれあいﾗﾝﾄﾞ

・ふれあいランドの広場内に陥没があったことから、立
入り規制を行う。
・補修については、6月中旬までに対応予定。

4月20日

ダムサイト
・防護柵（木柵）の一部に腐食が見られたことから、注
意喚起を行う。
・補修については、7月中旬までに対応予定。

4月20日

杉名畑地区
管理用通路

・立入禁止を目的とし設置した「立入禁止柵」が積雪の
影響により損傷している。また、設置している柵が容易
に動かせるものであり、立入禁止措置として不十分であ
る。
・立入禁止柵を更新（4/24済）。

4月20日

錦秋湖大石公園

・公園内の施設（トイレ等の建）が豪雪の影響により、
損傷している。
・一般者が施設に立ち入らないよう、立入禁止柵と注意
看板を設置するとともに、損傷箇所（穴）を板で塞いだ
（4/24済）。

4月20日

川尻公園
・積雪の影響により、柵の支柱が倒れ、ロープもたわん
でいる。
・支柱を立て直し、ロープも張り直した（4/25済）。

4月20日

湯本湖岸公園
・転落防止柵が経年劣化により損傷している。
・管理用通路に一般者が立ち入らないよう、入口に立入
禁止柵及び注意看板を設置（4/26済）。

4月20日

ダムサイト

・四十四田公園の法肩に転落防止柵があるが、大人の膝
ぐらいの高さしかな<、誤って転落する危険性が高いた
め、松杭及びトラロープにより、応急の転落防止柵と注
意看板を設置する。(4/28までに対応予定)

4月20日

柳平水辺公園

・通路路肩の転落防止用トラロープが古くなり、切れた
り、色落ちしているため、トラロープを張り替える。
(4/24措置済)
・枯れた樹木があり、人がいる時に樹木が倒れる危険性
があるため、枯れた樹木の撤去を行う。(4/24措置済)
・散策路に陥没箇所があったため、砂利を入れ補修す
る。(4/24措置済)
・散策路の上に折れた木の枝があり、強風などで散策者
へ落下する危険性があるため撤去を行う。(4/24措置済)

4月20日

松園水辺公園
・散策路の上に折れた木の枝があり、強風などで散策者
へ落下する危険性があるため撤去を行う。(4/24措置済)

4月20日

御所湖管理所 ・特に異常なし 4月19日

尾入野湿性植物
園

・ベンチにぐらつきが生じており、再度固定を行う。
（占用者において、来月中に対応予定。GWは、注意書き
を設置予定）

4月19日

塩ヶ森水辺園地
・進入防止柵（チェーン）に不備があったことから、再
設置する。（占用者において、来月中に対応予定。4/27
までに注意書きを設置予定）

4月19日

下久保桜並木 ・特に異常なし 4月19日
御所湖大橋北園
地

・高欄下段の継ぎ目部に剥がれが見られたことから、補
修を行う。(占用者において、4/27までに対応予定)

4月19日

乗り物広場
・ベンチのボルトに浮きが見られたことから、補修を行
う。(占用者において、4/27に対応予定)

4月19日

ファミリーラン
ド

・通路の一部に剥離が見られたため、補修を行う。(占用
者において、4/27までに注意書きを設置予定)

4月19日

御所大橋運動場 ・特に異常なし 4月19日

県営漕艇場
(除園地)

・堤体上流右岸部に流木等の堆積があったことから、撤
去を行う。(国側において、4/27までに対応予定)
・通路部に段差があることから補修を行う。(占用者にお
いて、4/27までに注意書きを設置予定)

4月19日

南園地
・ベンチの背もたれに一部損傷が見られたことから、補
修を行う。(占用者において、4/27までに注意書きを設置
予定)

4月19日

胆沢ダム学習館 ・異常なし 4月20日

胆沢ダム学習館
周辺

・木製防護策が腐食し転落の恐れがあることから、バリ
ケードを設置する。
・雨水用マンホールの蓋部分がずれて転落の恐れがある
ことから、適正な位置に戻し固定する。

4月20日

馬留湿地
・散策路上に倒木があり通行に支障を来すことから撤去
する。

4月20日

胆沢ダム左岸
展望台

・異常なし 4月20日

胆沢ダム
（４箇所）

田瀬ダム
（９箇所）

湯田ダム
（４箇所）

四十四田ダム
（１３箇所）

御所ダム
（１０箇所）



湯田ダム

川尻公園坂路：積雪の影響により誘導柵の支柱の倒れ、ロープのたわみがあった為、再設置した。

田瀬ダム 　

横峰地区ふれあいランド内：陥没箇所があり、立入禁止ロープ及び注意喚起看板設置した。

四十四田ダム

柳平水辺公園：枯れた樹木が倒れる危険性があるため、枯れた樹木を撤去した。

石淵ダム 御所ダム

堤体管理橋：点検状況 尾入野湿性植物園：点検状況



胆沢ダム

学習館周辺：木製防護策が腐食し転落の恐れがあることから、バリケードを設置した。




