
記者発表 平 成 ２ ４ 年 ４ 月 ２ ７ 日
東 北 地 方 整 備 局
山 形 県 内 ５ 事 務 所

地域の方と一緒に安全利用点検を４７箇所実施しました
～ ゴールデンウィーク前に問題の２３箇所を改善 ～

東北地方整備局の山形県内事務所（管理所）では、河川やダムがレクリ

エーション活動の場として多くの人々に利用されていることをふまえ、ゴー

ルデンウィーク前に、地域の方と一緒に延べ４７箇所を点検しました。

点検の結果、積雪による倒木やベンチのぐらつき等問題のあった２３箇

所については、応急的措置を行うなど必要な対策をとっています。

河川の利用にあたっては、安全に十分配慮されるようお願いします。

＜点検で問題のあった箇所の措置状況（例）＞ 最上川緑地公園

▲（措置前）倒木によりベンチ使用不可 ▲（措置後）倒木の撤去

<発表記者会：山形県政記者クラブ>

問い合わせ先

国 土 交 通 省

〔最 上 川 上 流〕山形河川国道事務所 ０２３－６８８－８９４２
（米沢市～村山市） 河川管理課長 田村 公仁（内線３３１）

〔最 上 川 中 流〕新庄河川事務所 ０２３３－２２－０２５１
（大石田町～戸沢村） 管理課長（河川施設） 須藤 純二（内線３３１）

工務第二課長（砂防施設）石川 淳一（内線３２１）

〔最 上 川 下 流 ・ 赤 川〕酒田河川国道事務所 ０２３４－２７－３４９７
（戸沢村～酒田市） 河川管理課長 木村 満（内線３３１）

〔寒河江ダム･白川ダム･長井ダム〕最上川ダム統合管理事務所０２３７－７５－２３１１
管理課長 三原 金吾（内線３３１）

〔月 山 ダ ム〕月山ダム管理所 ０２３５－５４－６７１１
管理係長 芳賀 雄一（内線３３２）



【全４７箇所の点検のうち、問題があった２３箇所の対応】

点検結果 応急措置実施内容 今後の対応

破損・損傷等不具合状況 措置内容 対応方針

最上川 長井市 最上川緑地公園 高水敷 倒木・柵の損傷 倒木・柵の撤去 山形

最上川 寒河江市
寒河江水辺プラ
ザ

高水敷 歩行箇所の段差 アスファルトで段差擦り付け 山形

最上川 大江町 大江フットパス 高水敷
歩行箇所の段差排水出口無く
水たまり

溝を切って排水路を確保 山形

最上川 朝日町 朝日フットパス 高水敷 フットパス下部暗渠の目詰まり 泥あげにより目詰まり解消 山形

最上川 村山市 村山フットパス 高水敷 木製歩行板の隆起 歩行板をフラットに補修 山形

最上川 米沢市 窪田水辺の楽校 高水敷
東屋屋根損傷、坂路手摺単管
パイプキャップ外れ

カラーコーン・ポール設置
により注意喚起、パイプキャッ
プ取付

東屋屋根補修 山形

最上川 酒田市
最上川河川公園
ヨット練習場

船着場 漂着ゴミが堆積 ゴミの撤去 酒田

最上川 酒田市
最上川河川公園
スワンパーク

高水敷 ゴミ散乱 ゴミの撤去 酒田

最上川 酒田市 運動公園 高水敷 ベンチのがたつき ベンチの交換 酒田

最上川 酒田市 松山河川運動公園 高水敷
倉庫転倒防止不備
支柱止めピン欠落
ベンチのがたつき

バリケード設置、支柱ピン取
付、ベンチは取付金具で固定

倉庫はアンカーにより固定
酒田

最上川 庄内町 水辺の楽校 高水敷 ベンチの腐食 撤去 酒田

最上川 鶴岡市 赤川河川公園 高水敷 階段手摺の損傷 ロープを張り注意喚起 破損箇所の部品交換 酒田

最上川 鶴岡市 櫛引総合運動公園 高水敷 水路転落防止ロープ緩み ロープの張り直し 酒田

最上川 大石田町 大石田親水公園 高水敷 立入防止柵の延長不足
ロープにより立入禁止の
注意喚起

新庄

最上川 鮭川村 観音寺親水護岸 階段護岸 階段部分に土砂の堆積 土砂を撤去 新庄

寒河江ダム 西川町
砂子関地区
展望公園

売店前階段 進入禁止措置不十分 カラーコーン・ロープ設置
融雪後カラーコーン・ロープ
撤去

最上統管

寒河江ダム 西川町 寒河江ダム周辺
係船庫前道路

脇水路
水路に開口部あり

ロープにより立入禁止の
注意喚起

蓋の設置 最上統管

寒河江ダム 西川町 ダム堤体 電源室前 転落防止柵に開口部あり
ロープにより立入禁止の
注意喚起

最上統管

白川ダム 飯豊町 湖岸公園
貯水池上流

左岸
案内看板の破損 積雪により一般者の進入不可 破損部の交換 最上統管

白川ダム 飯豊町 ダム堤体 ダム堤体左岸 立入防止柵の留め具破損 留め具の補修 最上統管

白川ダム 飯豊町
ダム公園
管理庁舎周辺

ダム公園 ベンチの破損
杭・テープによる立入禁止の
注意喚起

破損部の交換 最上統管

長井ダム 長井市
野川防災セン
ター
（まなび館）

まなび館周辺 木杭倒木、ロープ緩み 木杭再設置・ロープ張り直し 最上統管

月山ダム 鶴岡市
月山ダム右岸
管理用道路

ダムサイト
右岸～上流

管理用道路上に残雪、雪崩おそ
れ、防護柵開口部あり

防護柵設置、一般者進入禁止の
バリケード設置し注意喚起

融雪後安全確認し、解放 月山ダム

◆点検対象

　国が管理している河川やダムの中で、日常、人が多く集まるような水辺を中心に点検を実施しました。

◆実施期間

　平成２４年４月１６日（月）～平成２４年４月２４日(火)

◆点検者

　関係行政機関、施設の管理者及び主な利用団体等、山形県河川等安全利用連絡会（警察、消防、漁協等

　の関係機関）及び河川管理者が合同で点検しました。

河川名
ダム名
砂防名

市町村名 担当事務所点検箇所名
問題のあった

施設等




