
平成21年度　実施河川空間一覧

NO 水系名 河川名 左右岸 市町村名 河川空間名（仮称含む） 評価 点検者数 開発建設部窓口

1 石狩川 石狩川 右岸 月形町 皆楽公園 4 26 札幌開発建設部

2 石狩川 石狩川 左岸 滝川市 航空公園 3 23 札幌開発建設部

3 石狩川 石狩川 左右岸 旭川市 神居古潭 4 6 旭川開発建設部

4 石狩川 石狩川 左岸 旭川市 旭橋下流左岸広場 4 8 旭川開発建設部

5 石狩川 石狩川 右岸 旭川市 ﾘﾍﾞﾗｲﾝ旭川ﾊﾟｰｸﾄﾞﾘｰﾑﾗﾝﾄﾞ 4 9 旭川開発建設部

6 石狩川 石狩川 左岸 旭川市 ﾘﾍﾞﾗｲﾝ旭川ﾊﾟｰｸﾌﾗﾜｰﾗﾝﾄﾞ 4 9 旭川開発建設部

7 石狩川 石狩川 左岸 旭川市 金星橋上流左岸広場 3 9 旭川開発建設部

8 石狩川 豊平川 左岸 札幌市 豊平川緑地イベント広場 4 35 札幌開発建設部

9 石狩川 豊平川 左岸 札幌市
豊平川ウォーターガーデ

ン 4 35 札幌開発建設部

10 石狩川 豊平川 右岸 札幌市 豊平川緑地 4 35 札幌開発建設部

11 石狩川 幾春別川 左岸 岩見沢市 親水広場 3 14 札幌開発建設部

12 石狩川 幾春別川 左岸 三笠市 三笠水辺の楽校 3 14 札幌開発建設部

13 石狩川 漁川 右岸 恵庭市 漁川河川緑地 3 38 札幌開発建設部

14 石狩川 千歳川 左右岸 千歳市 千歳川河川緑地 4 5 札幌開発建設部

15 石狩川 千歳川 左右岸 千歳市 千歳川サケのふるさと館 4 30 札幌開発建設部

16 石狩川 空知川 右岸 滝川市 空知川緑地 3 23 札幌開発建設部

17 石狩川 空知川 右岸 赤平市 西文京緑地 3 12 札幌開発建設部

18 石狩川 空知川 右岸 富良野市 空知川河畔運動公園 4 17 札幌開発建設部

19 石狩川 美瑛川 右岸 旭川市 両神橋右岸広場 4 6 旭川開発建設部

20 石狩川 美瑛川 右岸 旭川市 外国樹種見本林 4 6 旭川開発建設部

21 石狩川 永山新川 左岸 旭川市
永山新川親水ふれあい広

場 3 9 旭川開発建設部

22 尻別川 尻別川 左岸 蘭越町 ランラン公園 4 28 小樽開発建設部

23 後志利別川 後志利別川 左右岸 今金町 今金運動公園 4 33 函館開発建設部

24 後志利別川 真駒内川 左岸 せたな町 サケ観察広場 4 14 函館開発建設部

25 鵡川 鵡川 右岸 むかわ町 鵡川河口（鳥獣保護区） 4 22 室蘭開発建設部

26 鵡川 鵡川 右岸 むかわ町 たんぽぽ公園 4 39 室蘭開発建設部

27 鵡川 鵡川 左岸 むかわ町 ししゃもパーク 3 16 室蘭開発建設部

28 鵡川 鵡川 左岸 むかわ町
リバーサイドパーク穂水

公園 3 33 室蘭開発建設部

29 沙流川 沙流川 右岸 日高町 せせらぎ公園 3 55 室蘭開発建設部

30 沙流川 沙流川 右岸 平取町 親水公園 4 35 室蘭開発建設部

31 十勝川 十勝川 左岸 豊頃町 豊頃のハルニレの木 4 29 帯広開発建設部

32 十勝川 十勝川 右岸 豊頃町 運動広場 3 29 帯広開発建設部

33 十勝川 十勝川 左岸 音更町 十勝川緑地アクアパーク 3 29 帯広開発建設部

34 十勝川 十勝川 右岸 音更町 十勝川親水広場 4 27 帯広開発建設部

35 十勝川 十勝川 右岸 帯広市 御影川合流点付近河畔林 3 27 帯広開発建設部

36 十勝川 十勝川 右岸 幕別町 千代田新水路 4 29 帯広開発建設部

37 十勝川 利別川 左岸 本別町 本別河川緑地 4 29 帯広開発建設部
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38 十勝川 札内川 左岸 帯広市 光南地区水辺の楽校 3 27 帯広開発建設部

39 十勝川 札内川 左岸 帯広市
札内川第２・第３パーク

ゴルフ場 4 27 帯広開発建設部

40 十勝川 札内川 左岸 帯広市 売買川合流点親水広場 4 27 帯広開発建設部

41 十勝川 札内川 右岸 帯広市 大正地区水辺の楽校 3 27 帯広開発建設部

42 十勝川 札内川 左岸 帯広市
段丘沿いの河畔林（ケ
ショウヤナギ・ドロノ 3 26 帯広開発建設部

43 十勝川 札内川 右岸 中札内村 札内川総合運動公園 4 27 帯広開発建設部

44 十勝川 音更川 右岸 音更町
柳町河川緑地パークゴル

フ場 4 29 帯広開発建設部

45 十勝川 音更川 右岸 音更町 音更川地区水辺の楽校 3 29 帯広開発建設部

46 十勝川 音更川 両岸 音更町 河畔林内の蛇行河川 3 29 帯広開発建設部

47 釧路川 釧路川 左右岸 釧路市 新釧路川公園緑地 3 93 釧路開発建設部

48 釧路川 釧路川 左岸 釧路町 細岡カヌーポート 4 32 釧路開発建設部

49 釧路川 釧路川 右岸 標茶町 二本松 4 18 釧路開発建設部

50 釧路川 釧路川 左右岸 標茶町 標茶公園緑地 3 23 釧路開発建設部

51 釧路川 釧路川 左右岸 弟子屈町 弟子屈公園緑地 4 29 釧路開発建設部

52 網走川 網走川 左岸 網走市
オホーツク文化交流セン
ター前河川敷(網走川水辺 4 26 網走開発建設部

53 網走川 網走湖 右岸 網走市 呼人浦キャンプ場 4 25 網走開発建設部

54 網走川 網走湖 右岸 大空町 女満別湖畔キャンプ場 4 30 網走開発建設部

55 網走川 網走川 右岸 美幌町 網走川河畔公園 3 32 網走開発建設部

56 常呂川 常呂川 右岸 北見市 北見運動公園 3 31 網走開発建設部

57 常呂川 常呂川 左岸 北見市 香りゃんせ公園 4 33 網走開発建設部

58 常呂川 常呂川 左岸 北見市 中の島公園 4 29 網走開発建設部

59 常呂川 常呂川 右岸 訓子府町
訓子府大橋パークゴルフ

場 4 27 網走開発建設部

60 湧別川 湧別川 左岸 湧別町
湧別大橋付近左岸河川緑

地公園 4 31 網走開発建設部

61 湧別川 湧別川 右岸 遠軽町
いわね橋下流右岸運動公

園 4 31 網走開発建設部

62 湧別川 湧別川 左岸 遠軽町
遠軽橋左岸下流せせらぎ

広場 3 31 網走開発建設部

63 渚滑川 渚滑川 左岸 紋別市 旧記念橋下流河川敷 3 21 網走開発建設部

64 天塩川 天塩川 左岸 天塩町 鏡沼海浜公園 4 28 留萌開発建設部

65 天塩川 天塩川 左岸 天塩町 天塩川河川公園 4 28 留萌開発建設部

66 天塩川 天塩川 右岸 幌延町 幌延町総合ｽﾎﾟｰﾂ公園 3 28 留萌開発建設部

67 天塩川 天塩川 右岸 幌延町 天塩川・問寒別川合流点 4 28 留萌開発建設部

68 天塩川 天塩川 左岸 中川町 中川町ﾘﾊﾞｰｻｲﾄﾞﾊﾟｰｸ 3 16 旭川開発建設部

69 天塩川 天塩川 左岸 美深町 美深ｱｲﾗﾝﾄﾞｶﾇｰﾎﾟｰﾄ 4 19 旭川開発建設部

70 天塩川 天塩川 左岸 名寄市 名寄市曙緑地公園 4 15 旭川開発建設部

71 天塩川 天塩川 左岸 士別市 士別水郷九十九緑地公園 4 16 旭川開発建設部

72 天塩川 天塩川 左岸 音威子府村 北海道命名の地 3 16 旭川開発建設部

73 天塩川 名寄川 左岸 下川町 下川町緑町運動場 3 16 旭川開発建設部

74 留萌川 留萌川 左岸 留萌市 高砂公園付近 3 30 留萌開発建設部

75 留萌川 留萌川 左岸 留萌市
潮静小学校・緑の回廊付

近 4 31 留萌開発建設部
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76 留萌川 留萌川 左岸 留萌市 幌糠・水辺の楽校 4 28 留萌開発建設部


