
平成２９年 ４月１４日
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◆点検実施日

　【河　川】

■秋田市「水辺の広場」など４箇所

雄物川下流（秋田河川国道事務所　茨島出張所管内）４月２０日（木）

■由利本荘市「西滝沢水辺プラザ」など５箇所

子吉川（秋田河川国道事務所 子吉川出張所管内 ４月１８日（火）

■大仙市「角間川親水公園」など２箇所

雄物川上流(湯沢河川国道事務所 大曲出張所管内) ４月１８日（火）

■横手市「古内運動場」など３箇所

雄物川上流(湯沢河川国道事務所 十文字出張所管内) ４月１７日（月）

■能代市「河口右岸船着場」など４箇所

米代川（能代河川国道事務所 二ツ井出張所管内） ４月１９日（水）

■北秋田市「内陸線鉄橋下河川敷」など４箇所

米代川（能代河川国道事務所 鷹巣出張所管内） ４月２０日（木）

　【ダ　ム】

■玉川ダム「ダムサイト上流地区」など３箇所
　　　（ほかの２箇所については、雪解け確認後速やかに点検予定。）

玉川ダム管理所 ４月２０日（木）

■森吉山ダム「広報館」など３箇所

能代河川国道事務所　森吉山ダム管理支所 ４月２０日（木）

　【砂　防】

■仙北市「生保内川遊砂地大暗渠堰堤」など２箇所

湯沢河川国道事務所　秋田駒ヶ岳山系砂防出張所管内４月２０日（木）

ゴールデンウィーク前に河川公園等の総点検を実施します

～安全に地域の方々に河川を利用していただくために～

　秋田県内の一級河川（雄物川・子吉川・米代川）・ダムを管理している国土交通省の
各事務所・管理所では、地域の方々が日常的に利用される河川敷や河川公園に設置され
ている施設が破損していることにより事故がないように、県内の河川公園等の施設３０
箇所について総点検を実施します。
　点検は雪解け後の利用が本格化するゴールデンウィークを前に、河川公園等の施設管
理者と合同で行います。
　雪によって柵が倒れていたり地盤が軟らかい場所がないか、施設に危険の発生する可
能性がないかなどを目視または指触により点検を行い、危険箇所が判明した場合には、
応急措置を講じるとともに看板を設置するなど周知に努め、地域の方々が安全に安心し
て施設を利用いただけるよう対策を行います。
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◆点検行程

別紙のとおり（場所及び予定時間）

◆点検内容

　陥没等損傷部への落ち込み、施設の破損等による転倒、手摺等の破損状況、危険

性の注意喚起などについて、目視又は指触などにより行います。

◆点検者

河川管理者及び施設管理者

◆点検後の措置

　今回の点検において危険箇所が判明した場合には、応急措置を講じるとともに、

危険看板を設置して危険の周知に努め、場合によっては立ち入り規制を講じます。

ゴールデンウィークには利用される方々が安全に安心して施設を利用できるように

対策を行います。

　　国土交通省東北地方整備局

秋田河川国道事務所 ０１８－８６４－２２９０

副所長 （内線２０４）

河川管理課長 （内線３３１）
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副所長 齋藤　茂則 （内線２０４）

【河川】河川管理課長　黒沼　俊一　　 （内線３３１）

【砂防】調査第一課長　 木村　博英　　（内線３５１）

能代河川国道事務所 ０１８５－７０－１２４６ 

副所長 （内線２０４）

【河川】河川管理課長　　吉田　久　　　（内線３３１）

【ダム】技術情報管理官　三浦　俊明　　（内線３０４）
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所　長 （内線２０１）

管理係長 （内線３３２）
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秋田河川国道事務所◎

雄物川下流 安全利用点検箇所
点検日：平成２９年４月２０日（木）

②割山散策路
9:35～10:20

①水辺の広場
9:00～9:30

③仁井田運動広場
10:30～11:00

茨島出張所◎

④三角沼
11:10～11:30



子吉川(子吉川出張所管内）
ＧＷ前 河川における安全利用点検箇所位置図

点検実施日：平成２９年４月１８日（火）

③せせらぎパーク
14:30～15:00

④友水公園(アクアパル)
15:10～15:40

①西滝沢水辺プラザ
13:00～13:30

⑤田頭河川公園
15:50～16:20

②ゆりさくら公園
13:40～14:10



雄物川上流
（大曲出張所管内）

点検実施日：平成２9年４月18（火）

●角間川親水公園
9：００頃～
（点検者）
大曲出張所、
大仙市都市管理課

●間倉フットパス
１０：００頃～
（点検者）
大曲出張所、
大仙市都市管理課
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雄物川上流
（十文字出張所管内）

②

①

③

番号 時　　間 箇　　所 合同点検者

① 　９：００～
古内運動場
（横手市十文字町）

横手市十文字地域課
産業建設係

② 　９：４０～
松ノ木河川公園
（湯沢市）

湯沢市教育委員会
生涯学習課

③ １１：００～
雄物川河川公園
（横手市雄物川町）

横手市雄物川地域課
産業建設係

★　実施日：平成２９年　４月１７日（月）



大館市比内町扇田地区
集合場所：扇田橋下流駐車場

２０日(木) 14:00～

⑦大館市外川原地区
集合場所：河川公園東屋

２０日(木) 11:00～

⑥

⑤

北秋田市舟見町地区
集合場所：内陸線鉄橋下河川敷

２０日(木) 10:00～

A 米代川直轄管理区間

能代市落合地区

集合場所：河口右岸船着場

１９日(水) 9:30～
①

②
能代市中川原地区

集合場所：桧山川運河浄化施設前

１９日(水) 10:15～

④
能代市二ツ井町薄井地区

集合場所：薄井グランドゴルフ場
１９日(水) 14:10～

③

能代市二ツ井町荷上場地区
集合場所：琴音橋たもと右岸

１９日(水) 13:30～

A
米代川直轄管理区間

位置図
点 検 箇 所 位 置 図 【米代川】

点検実施日：平成２９年４月１９日（水）・２０日（木）

大館市根下戸地区
集合場所：河川公園駐車場

（田中橋上流側）
２０日(木) 13:00～

⑧



■ 【玉川ダム】河川等（水際を含む陸上部）における安全利用点検実施箇所位置図

玉川ダム管理所

点検実施日：平成29年4月20日（木） 13:00～15:00

ダムサイト下流公園
4月20日（木）13:40～14:20

戸瀬公園

※積雪のため、今回は点検対象外。
雪解け確認後速やかに点検予定。

小和瀬公園

※積雪のため、今回は点検対象外。
雪解け確認後速やかに点検予定。

岩の目公園

4月20日（木）14:20～15:00

ダムサイト上流地区
4月20日（木）13:00～13:40



森吉山ダム管理支所 ＧＷ前安全利用点検実施箇所

点検実施日：平成２９年 ４月２０日（木）

①広報館及びダム周辺

10:10～10:20

②橋詰め広場

10:30～10:50

森吉山ダム堤体

③様田駐車場周辺

11:00～11:10



点検箇所
施設名：小先達川第一砂防堰堤

点検予定日時：４月２０日（木）１０：３０～
点検者：秋田駒ヶ岳山系砂防出張所職員、

仙北市建設課（合同）

点検箇所
施設名：生保内川遊砂地大暗渠堰堤

点検予定日時：４月２０日（木）９：３０～
点検者：秋田駒ヶ岳山系砂防出張所職員、

仙北市建設課（合同）

湯沢河川国道事務所管内

Ｈ２９ 安全利用点検実施予定箇所 位置図（秋田駒ヶ岳山系砂防出張所）


