
記者発表資料
平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ 日
国土交通省 東北地方整備局
北上川下流河川事務所

夏休み前に『水辺の安全点検』を実施します。

夏休みを迎えるにあたり、多くの方々が水辺を利用することが見込ま
れます。
そのため、利用にあたっての安全性の確認や立入規制などの措置状

況について、当事務所管内３０施設の点検を実施するものです。
点検対象は、水辺の楽校等、河川に親しむ利用を目的とした施設で

す。

※本点検は、ゴールデンウィーク前にも実施しております。
（平成30年4月13日（点検予告）、平成30年4月26日（結果報告）にて記者発表済み）

■親水施設位置図（資料１）

■点検施設及び点検日程（資料２）

■当事務所管内で最初に点検する施設
日 時：７月５日（木） １３時３０分～
場 所：新江合川緑地公園（大崎市古川師山地区）

集合場所 駐車場（資料３）

※その他施設の詳細の時間についてはお問い合わせ下さい。

■点検実施者
・河川管理者（北上川下流河川事務所職員）
・占用している管理者（自治体職員）

■点検後の措置
点検の結果、安全管理上問題があると判断された場所については、改善

措置（施設補修や立入規制など）を講じ、利用者への危険周知に努めていき
ます。
なお、点検結果及び改善措置については点検終了後に公表します。

北上川下流河川事務所記者発表資料はホームページでご覧になれます。
ホームページアドレス【http://www.thr.mlit.go.jp/karyuu//】

※発表記者会：石巻記者クラブ、古川記者クラブ

国土交通省北上川下流河川事務所

石巻市蛇田字新下沼８０

電話０２２５－９５－０１９４（代表）

副 所 長 外山 久典（内線２０５）
と や ま ひ さ の り

管理課長 小田島 栄治（内線３３１）
お だ じ ま え い じ



北上川下流河川事務所管内 親水施設位置図（安全利用点検実施箇所）

■全体箇所数

北上川水系 ２２箇所

鳴瀬川水系 １１箇所

■今回点検を実施する箇所

北上川水系 １９箇所

鳴瀬川水系 １１箇所

■震災の影響により使用を一部規制している箇所

北上川水系 ９箇所

■震災の影響により施設が流出（損壊）した箇所

北上川水系 ３箇所

鳴瀬川河口部
（東松島市浜市、野蒜地区）

鳴瀬川中流堰船着場
（大崎市松山須摩屋地区）

三本木防災ステーション及び河川公園敷地
（大崎市三本木字廻山地区）

新江合川緑地公園
（大崎市古川師山地区）

李埣福沼地区水辺プラザ
（大崎市古川李埣地区）

江合川河川公園
（大崎市古川渕尻地区）

牛飼水辺公園
（美里町牛飼地区）

月浜水辺プラザ
（石巻市北上町月浜地区）

登米船着場
（登米市登米町登米地区）

中田漕艇施設
（登米市中田町浅水地区）

冠木河川公園
（登米市中田町上沼地区）

柳津船着場
（登米市津山町柳津地区）

米谷親水公園
（登米市東和町米谷地区）

北上川河口部
（石巻市北上町月浜地区）

分流堰歴史公園
（登米市豊里町北上分流堰地区）

豊里地区水辺の楽校
（登米市豊里町赤生津地区）

旧北上川河口部
（石巻市門脇地区）

住吉公園・中瀬地区水辺プラザ
（石巻市住吉地区）

北上川運河交流館
（石巻市水押地区）

石巻市曽波神公園
（石巻市曽波神地区）

和渕地区水辺の楽校
（石巻市和渕地区）

三本木桜づつみ及び河川公園敷地
（大崎市三本木字桑折地区）

下伊場野地区水辺の楽校
（大崎市松山下伊場野地区）

月浜第二水門付近船着場
（石巻市北上町月浜地区）

きたかみさくら公園
（石巻市北上町月浜地区）

水押地区親水河岸
（石巻市水押地区）

感恩橋付近親水公園
（大崎市鹿島台木間塚地区）

木間塚大橋付近白鳥公園
（大崎市鹿島台木間塚地区）

鳴瀬大橋上流部
（東松島市野蒜地区）

小野橋歩道橋左岸下流
（東松島市小野地区）

植立山公園船着場
（石巻市桃生町中津山地区）

河北総合センター前船着場
（石巻市成田地区）

吉田川河川公園
（大和町落合舞野地区)

最初に点検する箇所
（７月５日 １３：３０～）

資料１



資料－２

北上川 北上川河口 水面 河川管理者

きたかみさくら公園 水面、低水護岸、散策路 － （河川管理者、石巻市）

月浜第二水門付近船着
場

船着場 － （河川管理者、石巻市）

月浜水辺プラザ 船着場、散策路 － （河川管理者、石巻市）

河北総合センター前船着
場

船着場 7月5日 河川管理者、石巻市

柳津船着場 水面、低水護岸、水制工 7月6日 河川管理者、登米市

米谷親水公園 水面、低水護岸 7月6日 河川管理者、登米市

中田漕艇施設 水面、低水護岸、水制工 7月6日 河川管理者、登米市

冠木河川公園 水面、低水護岸、水制工 7月6日 河川管理者、登米市

登米船着場 水面、低水護岸、水制工 7月6日 河川管理者、登米市

旧北上川 旧北上川河口部 水面、導流堤 河川管理者

住吉公園・中瀬地区水辺
ﾌﾟﾗｻﾞ

水面、低水護岸 7月6日 河川管理者、石巻市

水押地区親水河岸（音の
広場）

水面、低水護岸 7月6日 河川管理者、石巻市

北上川運河交流館 水面、低水護岸、 船着場 7月6日 河川管理者、石巻市

石巻市曽波神公園 公園全般 7月6日 河川管理者、石巻市

和渕地区水辺の楽校 公園全般、低水護岸、船着場 7月6日 河川管理者、石巻市

植立山公園船着場 船着場 7月5日 河川管理者、石巻市

豊里地区水辺の楽校 船着場、テラス護岸 7月5日 河川管理者、登米市

分流堰歴史公園 脇谷閘門、鴇波洗堰、船着場 7月5日 河川管理者、登米市、石巻市

江合川 牛飼水辺公園 公園全般 7月11日 河川管理者、美里町

江合川河川公園 公園全般 7月5日 河川管理者、大崎市

新江合川
水辺プラザ(李埣福沼地
区)

施設等 7月5日 河川管理者、大崎市

新江合川緑地公園 公園全般 7月5日 河川管理者、大崎市

鳴瀬川 鳴瀬川河口 水面、低水護岸、特殊堤 7月6日 河川管理者、東松島市

鳴瀬大橋上流部
（河川敷）

河川敷、階段護岸 7月6日 河川管理者、東松島市

小野橋歩道橋下流部
（河川敷）

低水護岸 7月6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 7月10日 河川管理者、大崎市

感恩橋付近親水公園 河川敷 7月10日 河川管理者、大崎市

鳴瀬川中流堰船着場 水面・水辺 7月10日 河川管理者

下伊場野地区水辺の学
校

水面・水辺・河川敷 7月11日 河川管理者、大崎市

防災ステーション及び河
川公園敷地

公園全般 7月11日 河川管理者、大崎市

三本木桜づつみ及び河川
公園敷地

公園全般 7月11日 河川管理者、大崎市

吉田川
吉田川河川公園
（河川敷）

河川敷 7月6日 河川管理者、大和町

33箇所

北上川下流河川事務所管内（北上川・旧北上川・江合川・新江合川・鳴瀬川・吉田川）点検実施計画表

河川名 点検箇所 点検施設等 点検予定日 点検者等



集合場所（野球場バックネット付近）

集合場所

この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地図（タイル）を複製したものである。
（承認番号 平29東複、第33号）

集合場所（野球場バックネット付近）

駐車場

集合
場所

7/5(木) 13:30～ 新江合川緑地公園 資料－３


