
 平成２８年 ７月 ４日 

水辺空間の安全利用点検を実施！ 

～皆様の安心・安全のため、利用者の目線に立って点検！～ 

河川・ダムは、水と緑にあふれる貴重な水辺空間であり、安らぎや憩いを求める場として親しま

れているほか、市町村が公園として利用したり、河川管理者が地域住民の利用に配慮した施設を整

備したりといった事例も増えています。 

これらの空間を安心・安全に利用していただくため、網走開発建設部では毎年、河川等の利用が

多くなる夏休み前に、各施設の点検を行っています。 

点検結果は、網走開発建設部のホームページ(http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/index.html）に掲載

する予定です。 

【問合せ先】 国土交通省 北海道開発局 網走開発建設部 

公 物 管 理 課  課    長  西田 宙史  電話  0152-44-6329（内線 341） 

遠軽開発事務所 河川課長 坂内 利孝 電話  0158-62-2165（内線 22） 

北見河川事務所 計画課長 門別 一二三 電話  0157-23-6118（内線 30） 

  鹿ノ子ダム  佐藤 正勝 電話  0157-54-2341（内線 21） 
   管理支所長 

網走開発建設部は、河川、ダムなどの水辺空間と触れ合う機会が多くなる夏休みにむけて、皆

様に安心してそれぞれの施設を利用していただけるよう、利用者の目線に立って、各施設の安全

利用点検を実施します。(点検箇所詳細は別紙のとおり) 



別　紙

１　目　　的

２　対象区域及び対象施設

河川 ・ ダムの施設における安全利用点検の実施計画について

　安心して河川やダム施設等を利用していただくという観点から点検を行うことによって、河川利用の
安全に資することやダム施設等の一般利用者の安全確保及び一般利用を促進し、適正な河川及び
ダム管理に資することを目的として実施します。

水系名 河川名 距離標 区域名 対象施設 実施予定時期

11.2～11.4 湧別　ラジコン飛行場　左岸 階段護岸

12.4～12.6 湧別　富美築堤　左岸 低水路

24.0～24.3 遠軽　パークゴルフ場　右岸 堤防護岸

高水敷

低水路

渚滑川 渚滑川 1.8～1.9 紋別　渚滑橋　右岸 低水護岸

水系名 河川名 距離標 区域名 対象施設 実施予定時期

1.0～3.9 網走　網走橋～鏡橋　右岸 特殊堤

1.0～1.3 網走　ｴｺｰｾﾝﾀｰ　左岸 水辺プラザ

1.3～2.3 網走　網走川河畔公園　左岸

3.2～3.9 網走　刑務所団地　左右岸

5.1～5.4 網走　大曲公園　右岸 船着場

7.4～8.0 網走湖　呼人ｷｬﾝﾌﾟ場　右岸

18.0～18.1 網走湖　女満別湖畔　右岸

28.1～30.4 美幌　河畔公園　右岸

31.2～31.6 美幌　河畔公園　左岸

32.6～32.8 美幌　航空公園　左岸

美幌川 2.5～3.3 美幌　駒生樋門下流　左岸 親水護岸

46.6～47.2 北見　春光町団地裏　左岸

47.8～48.7 北見　香りゃんせ公園　左岸

49.2～49.8 北見　若松大橋　左岸

50.2～50.3 北見　南町河川敷　左岸

48.7～49.5 北見　川東河川敷　右岸

67.9～68.4 訓子府　訓子府中学校裏　左岸

68.0～68.4 訓子府　ﾊﾟｰｸｺﾞﾙﾌ場　右岸

83.0～84.5 置戸　置戸橋　左岸 特殊堤

無加川 4.9～5.8 北見　三輪河川敷　左岸 親水護岸

ダム名 区域名 対象施設 実施予定時期

照明設備

通路部

手摺り

高欄

路面

ゲート操作室

船着き場

親水護岸

駐車場

散策路

鹿ノ子ダム

常呂川
常呂川

所在地

常呂郡置戸町
字常元

7月5日

ダム堤体

25.0～26.0 遠軽　遠軽橋　左岸

網走川
網走川

特殊堤

湧別川 湧別川

北見河川事務所

7月6日

遠軽開発事務所

7月5日

7月7日

ダム堤体天端

ダム湖左岸

北見河川事務所鹿ノ子ダム管理支所

親水護岸

親水護岸
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３　安全利用点検の項目

　　主な点検項目

　　河川 ・階段ブロックの損傷
・通路及び階段の歩行上の支障
・施設の損傷及び変形等による危険性の有無
・陥没等損傷状況
・構造物周りの陥没等
・立ち入り防止柵等の損傷状況
・危険性の注意喚起(看板等）
・矢板護岸の損傷状況
・転落防止柵の損傷状況
・車両進入防止及び規制杭の損傷状況
・手摺等の破損状況
・管理用階段の損傷状況
・流速が速く、水深の深い水衝部への転落
・護岸からの滑り落ち

　　ダム ・高欄の高さ、劣化・損傷の状況、堤体への固定状況
・照明設備の照度
・路面の凸凹及びケーブルの露出等による歩行上の支障
・路面の排水、舗装状況
・施錠の状況
・安全柵の配置、高さ、損傷の有無
・歩行上の支障
・破損、ひび割れ、沈下等
・護岸の抜け落ち

　対象地域、対象施設の利用状況及び危険の発生する可能性を勘案して、点検項目を定めていま
す。

護岸の抜け落ち

４　その他

　安全利用点検の結果については、取りまとめて公表します。（平成２８年７月２２日予定）
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