
「かわまちづくり支援制度」 平成21年度～

【目的】

観光などの活性化に繋がる景観・歴史・文化等の河川が有する地域の魅力という「資源」や地域の創意
としての「知恵」を活かし、地方公共団体や地元住民との連携の下で立案された、実現性の高い河川や
水辺の整備・利活用計画による、良好なまちと水辺が融合した空間形成の円滑な推進を図る。

ソフト面は民間事業者による河川敷のイベント広場やオープンカフェ等への利用制度（河川敷地占用許
可準則）等を拡充、河川管理者として「地域づくりのためのフォローアップ」を積極的に支援

ハード面はまちづくりと一体となった水辺整備を積極的に支援

①地域の創意としての「知恵」を活かした計画を対象

②利活用方策が地域において明確となっているもの

③施設の維持管理に地域の協力が得られるもの太田川市内派川かわまちづくり （広島市）

【実施中】出羽川かわまちづくり
江の川水系出羽川・補助（島根県邑南町）

【完成】とごうちかわまちづくり
太田川水系太田川・直轄（広島県安芸太田町）

【実施中】太田川市内派川かわまちづくり
太田川水系旧太田川等・直轄・補助（広島県広島市）

【完成】古川かわまちづくり
太田川水系古川・直轄（広島県広島市）

中国地整管内の登録状況

【実施中】三次市三川合流部かわまちづくり
江の川水系馬洗川・直轄（広島県三次市）

【実施中】旭川かわまちづくり
旭川水系旭川・直轄（岡山県岡山市）

【実施中】大竹和木かわまちづくり

小瀬川水系小瀬川・直轄（広島県大竹市、山口県和
木町）

【実施中】新橋地区かわまちづくり
佐波川水系佐波川・直轄（山口県防府市）

【新規】夕日ヶ丘地区中海かわまちづくり
斐伊川水系中海・直轄（鳥取県境港市）



「かわまちづくり支援制度」登録一覧表

上記の各かわまちづくり計画に関する詳細な情報を以降にご紹介します。

また、「かわまちづくり支援制度」ついては、平成28年2月に全国各地でさらなる地域活性化につながる「かわまちづく

り」が展開されることを期待し、民間事業者も参画できる等の制度を改定いたしました。詳しくは下記のＵＲＬを参照願
います。
・かわまちづくり支援制度の改定 ： http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000015.html

かわまちづくり計画一覧 H21.4.1　かわまちづくり支援制度　創設

NO プロジェクト名称 直轄・補助都県名 市町村名 水系名 河川名 箇所名 事業主体 事業の概要  

①

【実施中】
太田川市内派川かわまちづくり
（H21.5 認定）
（H24.2. 変更：天満川追加)

直轄
補助

広島県 広島市 太田川

天満川
旧太田川
元安川
京橋川
猿猴川

観音基町・舟
入千田右岸
地区右岸地
区

直轄補助
広島市

 　広島市では、「水の都ひろしま」構想等に基づき、旧太田川（本川）・元安川と隣接する旧市民球場跡地の活用検討等、河川と市街地が一体となったまちづくりに取
り組んでいる。　そこで、旧市民球場跡地の活用策と連携した基町環境護岸の一体的活用や、水上交通の発着拠点となる元安橋周辺の水辺空間整備、水辺の連続
性を確保するための河川管理用通路の整備、底質改善等を実施することにより「水の都ひろしま」のシンボルとしての水辺整備を図る。更に、京橋川・猿猴川地区に
おける「水辺のオープンカフェ」事業の継続実施及び拡充に取り組むことにより、水辺空間の利活用を推進する。

 

②
【完成】
とごうちかわまちづくり
（H21.5 認定）

直轄 広島県 安芸太田町 太田川 太田川 上殿
直轄
安芸太田町

 　安芸太田町が整備する都市再生地域再生整備事業として上殿ＩＣ周辺整備事業、町道門田線駐車場整備事業、複合遊具整備事業との一体的な整備により、親水
性を活かした魅力的な水辺等環境空間の創出を図る。

③
【実施中】
出羽川かわまちづくり
（H21.5 認定）

補助 島根県 邑南町 江の川 出羽川
出羽川かわ
まちづくり

島根県
邑南町

 　出羽川流域は市街地区間においても特別天然記念物オオサンショウウオが生息するなど、豊かな自然と人が共存している。この恵まれた環境を保護し、学習の
場として有効に活用した河川整備を行う。また、商店街と自治会が連携し、植生の管理、清掃など良好な環境を保っており、左岸の旧商店街と右岸の新商店街をつ
なぐ出羽橋周辺のオープンスペースの活用、川へのアクセス向上により賑わいの創出を図る。

④
【完成】
古川かわまちづくり
（H21.8 認定）

直轄 広島県 広島市 太田川 古川
八木・緑井・
西原地区

直轄

 　八木・緑井地区の親水歩道整備、昭和橋アンダーパス整備などにより、親水性の向上を図るとともに、広島市施行の古川水鳥緑道との遊歩道の連続性の確保に
取り組む。　また、ラブリバー区間にも認定されている古川せせらぎ河川公園が有する良好な自然空間を、市民の憩い、子育て・教育、健康づくりの場として、さらなる
活用を図る。　さらに、地元団体による河川清掃、地域交流イベント等の河川愛護活動をより一層促進するとともに、これらの活動を手本に、古川の全川においても
河川愛護活動が展開できるよう取り組むこととしている。

 

⑤
【実施中】
三次市三川合流部かわまちづくり
（H22.9 登録）

直轄 広島県 三次市 江の川 馬洗川
江の川
三川合流部

直轄
三次市

 　三次市三川合流部かわまちづくりは、三次市市街地を巴状に合流する江の川、馬洗川、西城川の三川を中心に水辺の魅力を引き出し、自然とふれあう地域交流
の場を「まちづくり」と融合するため、平成２１年度に三次市、地域住民、関係団体及び河川管理者が連携し、地域の協働・参画により、具体的な整備計画を策定し
た。ハード・ソフト両施策からかわとまちの観光資源の魅力を高め、まちの魅力をかわを利用してつなげ、点から線の利用に向けた整備を行う。

 

⑥

【実施中】
旭川かわまちづくり
（H25.3 登録）
（H27年度変更）

直轄 岡山県 岡山市 旭川 旭川
古京（下流）
旭川さくらみ
ち

直轄
岡山市

　 旭川水系旭川の古京箇所は、岡山市の中心部に位置し、日本三名園のひとつである岡山後楽園や岡山城、県立美術館など歴史的文化施設が集中している岡山
カルチャーゾーンと呼ばれている地域にあり、当該箇所には、地域に親しまれている「旭川さくらみち」の桜が堤防に多数存在している。
　 しかし、「旭川さくらみち」の桜は、樹齢が５０年を超え衰弱や老木化などのために全滅する可能性があったため、商工会議所と地元町内会が中心となり、「旭川さく
らみちの桜を守る会」を設立し、市民からの募金等で桜の延命治療を行ったが、老木化により植え替えが必要な桜が存在する。
　 そのため、今後も継続的に桜の植え替え等が可能となるよう植樹基準に適合した護岸整備を行う。また、その上流区間においても堤防整備を行い、「旭川さくらみ
ち」全区間で桜の植替え等ができるようにする。
　「旭川さくらみち」の整備と併せて旭川に面した烏城公園の一部（石山公園）をリニューアル整備し、この地域一帯で四季を通じて水とみどりを感じる空間整備を行う
ことにより地域住民の散策や憩いの場所とするとともに、旭川河畔での市民活動の場として積極的に活用し、市民が日常的に川に関わる機会を創出する。
   今般、整備内容の一部見直しとともに、計画期間を平成２９年度までとする。

⑦
【実施中】
大竹和木かわまちづくり
（Ｈ25.11登録）

直轄
広島県

山口県

大竹市

和木町
小瀬川 小瀬川

大竹・和木地
区

直轄
大竹市和木町

　大竹市では、「第五次大竹市総合計画」において重点的な取り組みとして「スイスイワクワク　散歩道プロジェクト」を掲げ、小瀬川沿川では歴史的遺産や主要な見
どころを散歩ルートでつなぎ、市民はもちろん、市外の人にも楽しんでもらえることをめざしている。　和木町では、住民の健康増進等を目的とした健康づくり計画「健
康わき２１」に、両岸を周遊可能なウォーキングロード「マイナスイオンコース」を位置付けるなど、散策やウォーキング等で地域交流を行い地域活性化をめざしてい
る。　本計画では、国土交通省が河川管理用通路の整備を両岸併せて行うとともに、両市町が既存のウォーキングマップ等の更新を行うことにより、南北方向に走る
ＪＲ や旧道により妨げられていた東西方向の地域間交流が解消されるだけではなく、広島・山口両県を周遊できるルートも確保されることで、地域の活性化を推進す
る。

 

⑧
【実施中】
新橋地区かわまちづくり
（Ｈ26.3 登録）

直轄 山口県 防府市 佐波川 佐波川 新橋地区
直轄
防府市

 　防府市では、第四次防府市総合計画「防府まちづくりプラン2020」において、佐波川などの豊かな自然と千年のときを超えて息づく歴史と文化などの市固有のすば
らしい資源、魅力として再認識し、守り育てていくことを目指している。　新橋地区周辺は、市の代表的景観や街のなかの貴重な自然空間として大切にされており、地
域のイベントやスポーツ、サイクリング、環境学習の場としても積極的な利用がなされている。　本計画では、国土交通省が河川管理用通路やワンド整備等を行うと
ともに、防府市が周辺の公園や街路整備を行うことにより、水辺・水面利用時の安全性と快適性が確保されるとともに、歴史や文化の色濃いまちとの回遊散策空間
を形成させることで、地域の活性化を推進する。

 

⑨
【新規登録】
夕日ヶ丘地区中海かわまちづくり
（H27年度登録）

直轄 鳥取県 境港市 斐伊川 中海 夕日ヶ丘
直轄
境港市

　斐伊川水系斐伊川（中海）の境港市夕日ヶ丘地区周辺には、公園やスポーツ広場などの各種スポーツ・レクリエーション施設が集積している中で、中海沿岸での散
策やボートやカヌーなどの水上スポーツも楽しむことができ、河川も街づくりの一部を担っている。しかし、既設の老朽化した護岸整備等により、背後の公園等と一体
となった水辺空間利用を阻害している区間が存在している。このため、公園利用者等が水辺を安全かつ有効に利用することができ、また河川巡視など効率的な河川
管理を実施するため、護岸と河川管理用通路の整備を行う。



① 旧太⽥川・元安川地区及び京橋川・猿猴川地区かわまちづくり 太⽥川⽔系元安川ほか
（広島県広島市）

＜この空間を、ぜひ＞
広島市は瀬⼾内海に⾯し、中⼼部を６本の川が流れ

る「⽔の都」であり、美しい⽔辺に恵まれています。
また、その魅⼒を⽣かして、京橋川の河岸緑地では、

河川空間において、従来規制されてきた⺠間による商
業的な利活⽤を全国でも初めて可能とし、現在、元安
川、本川も含め、⽔辺に新たな魅⼒を創り出すため、
⺠間のノウハウや活⼒を導⼊した「⽔辺のオープンカ
フェ」を実施しています。

＜わたしのお勧め！＞
「⽔辺のオープンカフェ」では広島産を中⼼とした新鮮
な⿂介類や野菜など、こだわりの料理をまちなかで川⾵
を感じながら楽しめるとともに、河岸の夜のイルミネー
ションも美しく、広島の新しい⼈気スポットとなってい
ます。

＜かわまちへの思い＞
質の⾼い⽔辺空間や魅⼒的な⽔都⽂化が形成された

「⽔の都ひろしま」を実現することを⽬的に、「⽔の都
ひろしま」構想を“よりどころ”とし、市⺠や企業等と⾏
政の協働のもと、様々な取組を計画的、効果的に進めま
す。
＜今後の展望＞
⽔辺周辺の環境変化などを勘案しながら、⽅向性や取

り組むべき事業について定め、「⽔の都ひろしま」の実
現に向けて全市で様々な取組を⾏います。

＜アクセス＞
①元安川地区
・元安橋東詰南側河岸緑地
（広島市中区⼤⼿町１丁⽬9番）

・⼭陽⾃動⾞道「広島IC」から⾞で約30分
・広島駅から路⾯電⾞「原爆ドーム前」下⾞徒歩約5分
・緯度・経度：34.3951・132.4534
②京橋川右岸地区
・京橋Ｒ－Ｗｉｎ（京橋川右岸河岸緑地）ほか
（広島市中区橋本町１１番）

・⼭陽⾃動⾞道「広島IC」から⾞で約30分
・広島駅から路⾯電⾞「銀⼭町」下⾞徒歩約3分
・緯度・経度：34.3932・132.4691

＜問い合わせ先＞
⽔の都ひろしま推進協議会事務局

（広島市経済観光局観光政策部観光ビジネス担当）
TEL：０８２－５０４－２６７６



過去の写真

過去の写真

・「⽔の都ひろしま」の推進
・⺠間のノウハウや活⼒を活⽤した⽔辺の賑わいづくり

現在の写真

現在の写真

⽔辺をつかう、⽔辺をつくる、⽔辺をつなぐ

◎元安川地区

◎京橋川右岸地区

太⽥川⽔系元安川ほか
（広島県広島市）① 旧太⽥川・元安川地区及び京橋川・猿猴川地区かわまちづくり
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① 詳細情報 （旧太⽥川・元安川地区かわまちづくり）

＜周辺施設情報＞

【Caffe Ponte】
広島市中区⼤⼿町1丁⽬9番21号

・特徴
オープンテラスがあり、元安川を
眺めながら本格イタリアンを楽し
めます。

・利⽤にあたっての注意事項
季節によって営業時間が
変更になる場合があります。

【原爆ドーム】
広島市中区⼤⼿町1丁⽬10

・特徴
核兵器の惨禍を伝える建築物とし
て世界⽂化遺産に登録されていま
す。

【遊覧船】
乗り場：元安橋のたもとにあります。
・特徴
広島市内の河川と海を通航します。
川ではゆったりと街並みを間近に
眺め、海では宮島へと⼀直線の⾼
速運⾏になります。

・利⽤にあたっての注意
潮位に影響で⽋航する場合があります。

＜アクセス図＞

・道路
⼭陽⾃動⾞道「広島IC」から⾞で約30分

・電⾞
広島駅から路⾯電⾞「原爆ドーム前」下⾞徒歩約5分

・トイレの場所
平和公園内

・その他
近くに原爆ドームや遊覧船乗り場があります。 ＜詳細情報に関する問い合わせ先＞

中国地⽅整備局 太⽥川河川事務所 管理第⼀課
TEL ０８２－２２１－２４３６（代）

平和記念公園
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路面電車

アストラムライン

JR

立町駅

八丁堀駅

稲荷町駅

元安橋

相生橋連絡橋

己斐橋

旭橋



② とごうちかわまちづくり 太⽥川⽔系太⽥川（広島県安芸太⽥町）

＜かわまちへの思い＞（⾏政・市⺠団体等）
・⽔辺整備により、散策や花⾒等においても安全
に利⽤されている。（安芸太⽥町建設課職員）

＜今後の展望＞
・安芸太⽥町の⽞関⼝や地域の拠点として今後も
多くの⽔辺利⽤が⾒込まれる。

＜アクセス＞（道の駅「来夢とごうち」隣接）
・広島県安芸太⽥町
・中国縦貫⾃動⾞道⼾河内ＩＣから⾞で約１分
・広島ＩＣから⾞で約45分
・緯度・経度：34.3941・132.4542
＜施設＞
道の駅「来夢とごうち」に駐⾞場・トイレあり

＜問い合わせ先＞
・安芸太⽥町役場 建設課
TEL：０８２６－２８－１９６２

＜この空間を、ぜひ＞隣接する道の駅

＜わたしのお勧め！＞（利⽤者の声）
・桜並⽊が満開の季節は⼤勢の⼈たちが弁当を⾷
べたり写真を撮ったりして楽しんでいます。

・⽔辺に川⿃が来るの
でそれを楽しみにし
ている。

・⾞で⾏けるので喜ん
でいる。

・気軽に釣り・散策が
できるよう になり
ました。

「⽇本最南端の豪雪地帯」安芸太⽥町の⽞
関⼝に位置する道の駅。町の特産品である超
巨⼤柿「祇園坊柿」が⼤変⼈気で、⽇本最⼤
級の全国お⼟産コンテスト「おみやげグラン
プリ2015」で準グランプリを受賞した祇園坊
スイーツ『チョコちゃん』がご当地お⼟産と
して話題となっています（売り切れ必
⾄！）。売店には町内産の特産品が並び、ま
た、海の⿂と川の⿂が⼀緒に泳ぐとても不思
議な⽔槽「好適環境⽔」が県内で唯⼀設置さ
れていることでも有名です。



② とごうちかわまちづくり

事業箇所周辺は、中国縦貫⾃動⾞道の⼾河内ICが整備され「安芸太⽥町の⽞関⼝」となって
いるほか、道の駅「来夢とごうち」やパーク＆ライドもあり、安芸太⽥町の交通や商業の拠
点の⼀部となっている。

道の駅周辺の⽔辺散策空間

太⽥川⽔系太⽥川（広島県安芸太⽥町）

【整備前】 【整備後】

太田川

水辺の状況

雑草や雑木の繁茂等により水辺に近づきにくくなってい
た

太田川

河川管理用通路
護岸

階段

水辺の状況

階段や河川管理用通路が整備され、水辺に近づきやすくな
り、安全に水辺の利用ができるようになった

整備箇所
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H21 H26

春
・
夏
の
利
用
者
数
（
人

）

出典：河川水辺の国勢調査
空間利用実態調査

（春と夏の調査結果のみ）

1km毎の河川利
用者数の集計か
ら、上殿地区に
該当する箇所に
ついて、春と夏
の利用者数を算
出した。
平成21年は利
用者数が100人
未満だったのに
対し、平成26
年は400人を超
え、利用者は約
4倍に増えてい
る。

・商業施設写真

上殿ＩＣ周辺整備事業（まちづくり交付金）



② 詳細情報 （とごうちかわまちづくり）

＜周辺施設情報＞
【道の駅来夢とごうち】

・施設概要
レストランあり。
「おみやげグランプリ2015」で準
グランプリを受賞した売り切れ必⾄
のご当地お⼟産、祇園坊スイーツ
『チョコちゃん』が話題となっていま
す。
近くにパーク＆ライドも整備されて
いるのでお⼦様も楽しめます。
春には桜並⽊が満開になり、お花⾒
を楽しめます。

・駐⾞場
駐⾞無料(道の駅)227台

・ＵＲＬ
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/sys/data?page-id=955

＜アクセス図＞

・道路
中国縦貫⾃動⾞道⼾
河内ＩＣから⾞で約１分
広島ＩＣから⾞で約45分

広島バスセンターから
⾼速バスで約１時間
⼾河内ICバスセンター下⾞

・トイレ・駐⾞場の場所
道の駅「来夢とごうち」に駐⾞場・トイレ有り ＜詳細情報に関する問い合わせ先＞

中国地⽅整備局 太⽥川河川事務所 管理第⼀課
TEL ０８２－２２１－２４３６（代）

186

186

戸河内IC

191

191

滝山川

太田川

太
田
川

温井ダム

龍姫湖

中国自動車道

安芸太田町

１

整備箇所
整備箇所

整備箇所



③ 出⽻川かわまちづくり 江の川⽔系出⽻川（島根県⾢南町）

＜この空間を、ぜひ＞
・出⽻川流域は市街地区間においても、特別天然記念物オオサンショウウオ（ハ
ンザケ）が⽣息するなど、豊かな⾃然と⼈が共存しています。また上流区間には
オオサンショウウオ学習施設「瑞穂ハンザケ⾃然館」も存在し、親⽔性を⽣かし
た広域的な⽔辺環境空間が完成しています。

＜わたしのお勧め！＞（利⽤者の声）
・活気溢れる川沿いの⼈々の暮らし、川をテーマにした

イベント等も愉しくて盛況 (40代男性・地元在住)
・夏の花⽕⼤会では打ち上げ花⽕の光が⽔辺に写って

うっとり。とてもきれいで感動します。毎年楽しみ
にしています。(30代⼥性・地元在住）

＜かわまちへの思い＞（⾏政等）
・改修後の⽔辺は、旧瑞穂町出⽻市街地における貴重

なオープンスペ―スになるとともに、特別天然記念
物のオオサンショウウオの重要な⽣息地です。親⽔
性と多⾃然、両⾯のつり合いの取れた安らぎ空間を
創出したいと考えています。

＜今後の展望＞
・整備を進め、地域住⺠と共に豊かで美

しい⾃然環境を次世代に伝えていきます。

＜アクセス＞
①・島根県⾢智郡⾢南町出⽻

・浜⽥⾃動⾞道 ⼤朝ICから約20分
・緯度・経度 34°51′40″ 132°32′30″
・近くの⾢南町役場瑞穂⽀所に駐⾞場・トイレ有
＜HP(⾢南町観光協会)＞

http://www.ohnan-kanko.com/kanko/index.html

②ハンザケ⾃然館
・島根県⾢智郡⾢南町上⻲⾕475周辺
・浜⽥⾃動⾞道 ⼤朝ICから約20分
・緯度・経度：34°51′00″ 132°30′59″
・ハンザケ⾃然館、瑞穂⽀所に駐⾞場・トイレ有

l

＜問い合わせ先＞
・島根県⼟⽊部河川課 河川海岸整備グループ

TEL：0852-22-6571



現在の写真

③ 出⽻川かわまちづくり

過去の写真

地元特産のアユのつかみ取りイベント

ハンザケと⼈が共存する川

江の川⽔系出⽻川（島根県⾢南町）

出⽻川流域はオオサンショウウオ（ハンザケ）が⽣息する、⾃然と⼈が共存している川であ
り、この恵まれた環境を保護し、学習の場として活かすために川に親しめるような整備を進
めています。また川を活かしたイベントの開催により市街地の活性化を進めていきます。

＜かわまち運営の⼯夫＞

⾃然観察会（ハンザケ⿂ッチング）

平成２５年度の瑞穂ハンザケ⾃然館の
観光⼊込客（延べ数）は、近年５年で
最⾼であった。（島根県観光実態調査結果よ
り）

瑞穂ハンザ
ケ⾃然館で
は、⼈⼯産
卵を成功さ
せるなど、
情熱をもっ
た、創意⼯
夫による運
営を⾏って
いる。



④ 古川かわまちづくり 太⽥川⽔系古川（広島県広島市）

＜この空間を、ぜひ＞
・古川は都市域の中で⾃然とふれあえる貴重な空間
として多くの地域住⺠に親しまれています。

・堤防上は、古川⽔⿃緑道として市により整備され、
古川の植物や野⿃などの⾃然に親しみながら通⾏
できる遊歩道として、多くの市⺠に利⽤されてい
ます。

・平成２６年度にアンダーパスを整備したことによ
り、国道54号の昭和橋による遊歩道の南北の遮断
が解消され、⽔辺利⽤者の安全性が確保されると
ともに、利便性が⼤きく向上しました。

＜アクセス＞（国道５４号昭和橋付近）
・広島市安佐南区⻄原⼋丁⽬
・⼭陽⾃動⾞道広島ICから⾞で約10分
・アストラムライン⻄原駅から徒歩約10分
・緯度・経度：34.3941・132.4542

＜施設＞
駐⾞場・トイレなし

＜問い合わせ先＞
・広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課
TEL：０８２－８３１－４９４８

＜かわまちへの思い＞（⾏政・市⺠団体等）
「⾃然・都市・⼈が調和した魅⼒あるまち」を区の将
来像に掲げており、市⺠の交流・健康づくり、⼦供た
ちの遊び・学習などが活発に⾏われる環境を創出する
ため、古川の⾃然を⽣かし、野⿃、植物等に親しむポ
イントづくりやこれらをつなぐルートづくりとして古
川⽔⿃緑道の整備などを進めてきた。親⽔性の向上を
図るアンダーパス（遊歩道）整備の効果は⾼い。

＜今後の展望＞
地元の「河川協⼒団体（H27.3.9指定）」等により河
川清掃、ホタル幼⾍の放流、夏祭りのイベント等の河
川愛護活動が継続的に実施されており古川の⽔辺空間
は貴重なオープンスペースとなっている。

＜わたしのお勧め！＞（利⽤者の声）
・⽼⼈・⼦供の安⼼安全な通⾏区分が必要な時代
だと思います。

・のどかで癒やされます。



④ 古川かわまちづくり

アンダーパスを利⽤することにより道路を横断すること無く河川沿いを安全に移動でき、上
下流の⾃然と触れあえる⽔辺利⽤の連続性が確保された。
る

⾃然豊かな川沿いの道で利便性と安全性を確保

太⽥川⽔系古川（広島県広島市）

【整備前】 【整備後】

河川利用者が河川内で移動できない

昭和橋アンダーパス整備箇所の状況

古川

昭和橋

国道54号
昭和橋

古川

国道54号（昭和橋）の状況

交差する国道５４号に横断歩道はなく、水辺利用
の連続性が遮断されている

横断歩道が
ない

横断歩道

アンダーパ
ス

河川沿いに移動できる

昭和橋 古川

昭和橋アンダーパスの整備状況

河川利用者が河川内で移動できる

古川

昭和橋

アンダーパス整備状況
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・整備前通行量調査：平成26年6月26日（木）
・整備後通行量調査：平成26年9月11日（木）
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④ 詳細情報 （古川かわまちづくり）

＜周辺施設情報＞
【古川せせらぎ公園】
・特徴

散策や川遊び、春にはお花⾒もできます。
⽔深が約30ｃｍと浅く、反対側の岸に渡れるよう⾶び⽯や丸⽊橋
が配置してあるので⼩さな⼦供でも安⼼して川遊びができます。

＜アクセス図＞

・最寄り駅、バス停、駐⾞場位置
アストラムライン⻄原駅から徒歩約10分
⼭陽⾃動⾞道広島ＩＣ下⾞ 約10分（⾃動⾞）

・トイレ・駐⾞場の場所
無し ＜詳細情報に関する問い合わせ先＞

中国地⽅整備局 太⽥川河川事務所 管理第⼀課
TEL ０８２－２２１－２４３６（代）

西区

東区

安佐南区

54

広島IC

山陽自動車道

広島高速

高瀬堰

芸
備
線

アストラムライン
西原駅

整備地点

古川

下祇園駅

古市橋駅

戸坂駅

大町駅

七軒茶屋駅
可部線

梅林駅

安芸長束駅

三滝駅

安芸矢口駅

玖村駅

緑井駅



⑤ 三次市三川合流部かわまちづくり 江の川⽔系江の川（広島県三次市）

＜この空間を、ぜひ＞
・広島県三次市は、江の川、⾺洗川、⻄城川の三川が
巴状に合流し「巴峡（はきょう）」と呼ばれ古くか
ら⼭陰と⼭陽を結ぶ交易の地として繁栄してきまし
た。

・江の川沿いにある尾関⼭公園に咲く桜は⾒応え満点。
江の川と⼀体となった景⾊は、多くの花⾒客の⽬を
楽しませてくれます。

・三川合流部で打ち上げられる花⽕は、盆地地形がつ
くり出すステレオ効果で迫⼒満点。階段護岸に座っ
て豪華絢爛な花⽕⾒物はいかがですか？

・みよしの夏の⾵物詩として定着している「鵜飼」。
遊覧船に乗って4０0年以上の伝統を誇る優雅な歴史
絵巻をご堪能ください。

＜わたしのお勧め！＞（利⽤者の声）
・堤防道路にぼんやり光る街路灯と⾺洗川に架か
る巴橋が三次の街並みを照らし出す幻想的な景
⾊がおすすめです。（30代男性・三次市在住）

・⻘空の下、⽔辺に親しみながらのジョギングは
最⾼です。照明設備があるので夜間でも多くの
ランナーや⽝を散歩している⼈とすれ違います
よ。仕事で遅くなったサラリーマンの⽅にもお
すすめです。（50代男性・三次在住）

＜かわまちへの思い＞
・昭和47年7⽉の洪⽔により三次市は甚⼤な被害
を受けました。しかし、河川管理者を中⼼に治⽔
事業を⾏い、かわまちづくり事業としてＬＥＤ街
路灯の整備等を⾏いました。今、川はまちの魅⼒
のひとつです。
＜今後の展望＞
・引き続き、平成22年3⽉に策定した「三川合流
部周辺河川環境整備計画」に基づき、安⼼して川
に親しめる環境整備を進めていきます。

＜アクセス＞（鵜飼乗船場付近）
・三次市⼗⽇市親⽔公園内
・中国道三次ＩＣから⾞で約１０分
・緯度 ：34°48′36.01″
経度 ：132°51′16.18″

＜施設＞
・⼗⽇市親⽔公園内に駐⾞場・トイレあり

＜問い合わせ先＞
・三次市役所 建設部 都市建築課 都市計画係
TEL：0824-62-6160



江の川、⾺洗川、⻄城川が三⽅から巴状に合流する⾃然豊かな眺望、伝統的な鵜飼などを拠
点とした⽔辺のにぎわい、歴史・⽂化あふれる三次市の街並みといった魅⼒をさらに活かして
いくために、「かわづくり」と「まちづくり」が⼀体となった河川管理⽤通路や⾼⽔敷整備、
街路灯・ベンチ等の整備を実施。

街路灯設置により安全性、利便性が向上

「地域の伝統を引き継ぐ⽔辺」
江の川⽔系江の川（広島県三次市）

花⽕⼤会でのにぎわいの状況

整備前

整備後

⑤ 三次市三川合流部かわまちづくり

効果
三次の鵜飼は江⼾時代から約４００年の歴
史があり、⻑きにわたって技術の⾼度化を
図るとともにその技術を伝承してきたこと
が評価され、平成２７年４⽉に広島県無形
⺠俗⽂化財「⺠俗技術」の第１号に指定さ
れた。
かわまちづくり事業で鵜飼乗船場付近で護
岸・⾼⽔敷が整備され、今後も多くの住⺠
や観光客による利⽤が促進されると考えら
れる。

三次の鵜飼が
広島県無形⺠俗⽂化財に指定！



（三次市三川合流部かわまちづくり）

＜周辺施設情報＞

・ジャンル（公園）

・施設名、写真
⼗⽇市親⽔公園

・施設概要
メイン広場、野球場、ソフトボール場、多⽬的広場、テニスコート、
ゲートボール場、グラウンドゴルフ場、鵜飼乗船場

・営業時間、料⾦（⼤⼈、⼩⼈）
公園は常時開放
駐⾞無料

・利⽤にあたっての注意事項
公園内のスポーツ施設を利⽤する場合は、下記へお問い合わせ下さい。
問い合わせ先：（株）暮らしサポートみよし

ＴＥＬ）0824-64-1527

・ＵＲＬ
三次の鵜飼（三次市観光公式サイト）

http://miyoshi-kankou.jp/?p=293

＜アクセス図＞

・近傍の図⾯
・道路、鉄道

・最寄り駅、バス停、駐⾞場位置
ＪＲ三次駅から⾞で約５分、中国道三次ＩＣから⾞で約１０分
駐⾞場 有（公園内に約１７０台）

・トイレの場所
⼗⽇市親⽔公園内に２箇所有り

・周辺の⽔辺、イベント、おすすめ情報など
・三次さくら祭り（４⽉）
・江の川親⽔マラソン（４⽉）
・みよし市⺠納涼花⽕まつり（７⽉）
・尾関⼭公園（⾞で５分）
・三次市⼋次⽔辺の楽校（⾞で５分）

＜詳細情報に関する問い合わせ先＞
・三次河川国道事務所河川管理課
・０８２４－６３－４１２１

三次市
⼗⽇市町

⾺洗川

⼗⽇市親⽔公園

⑤ 詳細情報



⑥ 旭川かわまちづくり 旭川⽔系旭川（岡⼭県岡⼭市）

＜この空間を、ぜひ＞
・旭川は、岡⼭市内中⼼部を流れる岡⼭県を代表する河川です。
・⽇本3名園の⼀つ岡⼭後楽園、岡⼭城等の岡⼭県を代表する名所を中⼼とした本
地区は、⽔辺に沿った遊歩道も整備されており、地域住⺠の憩いの場となって
います。

＜わたしのお勧め！＞（利⽤者の声）
・「旭川さくらみち」沿いのランニングコースを
いつも利⽤しており、⽔辺の⾵景が開放的でと
ても気持ちがいいです。
（50代男性・岡⼭市在住）

・相⽣橋から⾒る旭川の雰囲気が気に⼊ってお
り、いつも散歩をするときは⽴ち⽌まってなが
めてしまいます。（３０代⼥性・岡⼭市在住）

＜かわまちへの思い＞（⾏政・市⺠団体等）
・「岡⼭の顔」ともいえる本地区の魅⼒を⼀層⾼
めたいという強い気持ちで、旭川かわまちづく
りの推進に取り組んでいます。（岡⼭市役所庭
園都市推進課職員）

＜今後の展望＞
遊歩道の整備や⽯⼭公園の再整備等を予定して
おり、また、地域住⺠やＮＰＯ団体、経済団体

等と協働して、定期的なイベントも実施していき
ます。

＜アクセス＞（「旭川さくらみち」付近）
・岡⼭市中区古京町周辺
・⼭陽⾃動⾞道・岡⼭ICから⾞で約２０分
・ＪＲ岡⼭駅から市内バス１２分
…バスターミナル１番乗り場、岡電バス「藤原団
地」⾏きに乗⾞、「後楽園前」で下⾞し徒歩5分
・緯度・経度： 34.3948・133.5621
＜施設＞岡⼭後楽園内の東側に駐⾞場あり

＜問い合わせ先＞
・岡⼭市役所 都市整備局 庭園都市推進課
TEL：０８６－８０３－１３９５

・岡⼭後楽園の東側にある「旭川さくらみち」では、
桜の開花シーズンにあわせ、例年「岡⼭さくら
カーニバル」が開催されています。
旭川堤防に連なるソメイヨシノを⾒に県内外から
10万⼈前後の観光客、花⾒客が来訪し賑わいます。
ぜひ⼀度⾜を運んでみてはいかがでしょうか。



⑥ 旭川かわまちづくり

⽔辺や⽯⼭公園での定期的なイベントの開催、地域に親しまれている「旭川さくらみち」の桜の保全の
ための護岸等の整備をはじめ、本地区をにぎわいの拠点とするための取り組みが着々と進んでいます。
本地区を訪れる観光客も増加傾向にあり、さらなる魅⼒向上を図ります。

満⽉Ｂａｒ(⽯⼭公園）

「⽔辺の回遊性向上とにぎわい拠点づくりを⽬指して」

観光遊覧船 と とんぼりリバーウォーク
取組以前
（川から背を向ける建物）

旭川⽔系旭川（岡⼭県岡⼭市）

岡⼭後楽園と岡⼭城（天守閣）⼊場者数の推移「旭川さくらみち」護岸整備前 護岸整備後

増加傾向

⽉⾒橋からのぞむ岡⼭城と後楽園周辺利⽤（旭川遠泳）

出典：岡山後楽園の入場者数は岡山県、岡山城（天守閣）の入場者数
は岡山市による提供



⑥ 詳細情報 （旭川かわまちづくり実施地区）

＜周辺施設情報＞
・ジャンル ⽔辺の遊歩道、公園等

・施設概要、特徴
⽇本3名園の⼀つ岡⼭後楽園、岡⼭城等の岡⼭県を代表する名所を

中⼼とした本地区は、⽔辺に沿った遊歩道が整備されており、地域住
⺠の憩いの場となっています。
岡⼭後楽園の東側にある「旭川さくらみち」では、桜の開花シーズ

ンにあわせ、例年「岡⼭さくらカーニバル」が開催されており、旭川
堤防に連なるソメイヨシノを⾒に県内外から10万⼈前後の観光客、
花⾒客が来訪し賑わいます。

＜アクセス図＞

・最寄り駅、バス停、駐⾞場位置
ＪＲ岡⼭駅から市内バス１２分（バスターミナル１番乗り場、

岡電バス「藤原団地」⾏きに乗⾞、「後楽園前」で下⾞し徒
歩5分）
⼭陽⾃動⾞道・岡⼭ICから⾞で約２０分
（岡⼭後楽園内の東側に駐⾞場有）

・トイレの場所
後楽園側に有

＜詳細情報に関する問い合わせ先＞
・岡⼭河川事務所管理第⼀課
・電話番号 ０８６－２２３－５１９４

出典：国土地理院ウェブサイト

旭川かわまちづくり
実施地区

旭川さくらみち

「岡山さくらカーニバル」の様子
毎年3月末～4月初に「旭川さくらみち」
にて開催されています。

岡山後楽園と岡山城
「旭川遠泳大会」「カヌー駅伝大会」が毎年この
旭川周辺で開催されています。

遊歩道の利用状況
「旭川さくらみち」にスロープ、遊歩道が整備され、
多くの周辺住民に利用されています。

旭川沿いの賑わい（石山公園周辺）
オープンカフェやライブ等も行われ、多くの
市民の憩いの場となっています。

幻想庭園（岡山後楽園）
日本３名園の一つである岡山後楽園で夏と秋
に夜間開園（ライトアップ）がされています。

岡山城

旭
川



＜かわまちへの思い＞
・市⺠が主体となって策定した「スイスイワクワク散歩道プ
ロジェクト」として、⼩瀬川沿岸に遊歩道を整備するこ
とで、バリアフリーで安全な⽔辺のルートを歩きなが
ら、市内各所の史跡を巡り四季折々の⾃然に触れ合い、
河川の美化や市⺠の健康増進、コミュニティ醸成につな
がることを⽬指します。

（⼤⽵市総合計画地域ワークショップ提案）
＜今後の展望＞（⾏政・市⺠団体等）
・町⺠のみなさんが健康づくりのための運動を気軽に、また
⾝近に⾏うことができるよう、ウォーキングに適したコース
「和⽊町ウォーキングマップ」を紹介しています。
（和⽊町役場都市建設課職員）

⼩瀬川⽔系⼩瀬川（広島県⼤⽵市 ⼭⼝県和⽊町）

＜アクセス＞（国道２号線栄橋付近）
・広島・⼭⼝の県境国道２号線栄橋の両岸
・⼭陽⾃動⾞道⼤⽵ICから⾞で約10分
・JR⼭陽本線和⽊駅から徒歩約10分、⼤⽵駅から
徒歩約15分

・緯度・経度：34.2079・132.2227
＜施設＞
・駐⾞場・トイレなし

＜問い合わせ先＞
・⼤⽵市役所建設部 ⼟⽊課 管理係
TEL：０８２７－５９－２１６３

・和⽊町役場 都市建設課 施設係
TEL：０８２７－５２－２１９８

＜わたしのお勧め！＞（利⽤者の声）
・⾃動⾞が通らない安全な遊歩道で、朝⼣のウォーキングを
楽しんでいます。
・⼭や海に近く、四季折々の⼩瀬川の⾃然が楽しめます。
・絶好の写真撮影スポットが多く、川にちなんだ年中⾏事も
たくさんあります。
・清流ならではの⼩瀬川のおいしい⽔！

＜この空間を、ぜひ＞
・和⽊町では、気軽な健康づくりとして、ウォーキングマップをつくっ
ています。⼩瀬川沿いは、⽔辺を気楽に歩けるコースとして最適。
⼩瀬川のマイナスイオンを体感してはいかがですか

・⼩瀬川は県境にあるため、左岸が広島県・右岸が⼭⼝県です。川辺を
ぐるりとまわれば、２県をまたいで気軽な歴史散策もできます

史跡めぐりコース マイナスイオンコース

⑦ ⼤⽵和⽊かわまちづくり



⑦ ⼤⽵和⽊かわまちづくり

⼤⽵市側川沿い 効果
通路の整備により中市堰〜栄
橋（国道２号）において連続
性が確保され散策等の健康増
進の場として多くの住⺠に利
⽤される⾒込みである。

交通量が多く歩道の無い堤防道路や踏切で待たずに河川沿いをウォーキングできるようにな
り、より快適な周回利⽤が可能になります。

和⽊町側川沿い

ウォーキングコースに歩道が無く、ＪＲの踏切も

危ない道路を通らずウォーキング

⼩瀬川⽔系⼩瀬川（広島県⼤⽵市 ⼭⼝県和⽊町）

【整備前】

・河川管理用通路を整備する前は、
車が多く歩道もない堤防道路を利
用するため、安全に利用すること
ができない。

大竹地区（本町箇所）整備前の状況

河川管理用通路が整備されていないた
め、歩いているそばを車が通り危険

平成13年4月撮影 平成25年11月撮影

大竹地区（本町箇所） 整備後の状況

河川管理用通路が整備され、歩行者の
みの通行となるため安全

整備済

整備中 整備中

和木地区
河川管理
用通路
(整備中)

大竹地区(元町箇所)
河川管理用通路
(整備済)

栄橋

JR橋梁

中市堰

大和橋
整備済

ウォーキング
ロード

【整備後】

・河川管理用通路を整備することによ
り、安全に利用することができる。

・整備箇所では散策やウオーキング等
で利用されている。

大竹地区
(本町箇所)
河川管理
用通路
(整備中)

JRをアンダーパスできれば ウォーキングも快適に



⑦ 詳細情報 （⼤⽵和⽊かわまちづくり）

＜周辺施設情報＞

【弥栄ダム】
広島県⼤⽵市⼩⽅町813-1

・特徴
全国有数の規模を誇る多⽬的ダム
です。ダムの上流には1.5Kmにわ
たり、美しい渓⾕があります。
⾒学会を⾏っています。

・ＵＲＬ
http://www.cgr.mlit.go.jp/yasaka/

【おおたけ⼿すき和紙保存会】
・特徴

江⼾時代から伝えられる⼿すき
和紙の伝統を受け継ぎ、鯉のぼ
り⽤の紙やふすま紙、障⼦紙
など様々な丈夫で美しい仕上が
りの和紙を作っています。
⾒学や体験学習も受付ています。

・URL
http://www.kankou.pref.hiroshima.jp/sys/data?page-id=5279

【⼤⽵・和⽊川まつり花⽕⼤会】
・特徴
⽔中花⽕や⼩型煙⽕、ナイアガラ
など約1000発の花⽕が夜空を彩り
ます。また、⼤⽵市⺠・和⽊町⺠
の幸せと⼦供たちの願いを込め、
灯篭流しも併せて⾏われます。
7⽉下旬に開催されます。

＜アクセス図＞

・道路
広島・⼭⼝の県境国道２号線
栄橋の両岸
⼭陽⾃動⾞道⼤⽵ICから⾞で
約10分

・最寄り駅
JR⼭陽本線和⽊駅から徒歩約10分
⼤⽵駅から徒歩約15分

・トイレ・駐⾞場の場所
無し

＜詳細情報に関する問い合わせ先＞
中国地⽅整備局 太⽥川河川事務所 管理第⼀課
TEL ０８２－２２１－２４３６（代）

JR山陽本線

栄橋

大和橋

中市堰

2186

和木町役場

大竹駅

整備箇所
和木駅



⑧ 新橋地区かわまちづくり 佐波川⽔系佐波川（⼭⼝県防府市）

＜わたしのお勧め！＞（利⽤者の声）

＜かわまちへの思い＞（⾏政・市⺠団体等）
• 防府市は佐波川の豊かな⾃然や歴史⽂化などが
多くあり、このすばらしい防府市を多くの⽅に
知ってもらいたい。

＜今後の展望＞
• 佐波川と防府天満宮などの歴史⽂化が残るまち
を結んで、皆さんに防府市を楽しく周遊できる
空間を整備します。

＜アクセス＞（佐波川河川公園）
• ⼭⼝県防府市本橋町 本橋周辺
• ⼭陽⾃動⾞道防府東・⻄ICから⾞で約5分
• 防府駅から徒歩約20分
• 緯度・経度：（34.0697・131.5647）
＜施設＞
• 佐波川河川敷等に駐⾞場・トイレ有り

• 防府市では、防府天満宮の
「梅まつり」や「裸防祭
り」、他にも⽅⾔からテレ
ビで全国的に有名になった
「幸せます」をブランド化
した各種イベントも多くあ
ります。

• 佐波川の河川公園は、
ちょっとした休憩や散策に
利⽤ができて、とても気持
ちいいですよ。

＜問い合わせ先＞
・防府市役所 河川港湾課
TEL：０８３５－２３－２１１１（代表）

幸せますウィーク

＜この空間を、ぜひ＞
• 防府市は、佐波川の豊かな⾃然と、
⽇本三天神のひとつである「防府天
満宮」や歴史の道「萩往還」などの
歴史⽂化が残るとても魅⼒的な場所
です。

• 新橋から総合堰の間は、⾃然にふれ
あい、ふるさとの川の象徴となるホ
タルの⾶びかう広場として、多⾃然
川づくりによる護岸、河川敷には芝
⽣公園もあり、ゆったりした空間の
中で、“ちょっとひとやすみ”などし
てみてはいかがですか。

防府天満宮の大祭「裸防祭」

写真提供：防府市おもてなし観光課



＜アクセス図＞

⑧ 詳細情報 （新橋地区かわまちづくり）

＜周辺施設情報＞

【防府市まちの駅 うめてらす】

・施設概要、特徴
防府市まちの駅「うめてらす」はトイレ・休憩・観光案内･展⽰・

特産品おみやげコーナーなどやお⾷事処があり、観光に役⽴ついろ
いろな情報を提供しています。「うめてらす」を拠点にさまざまな
名所へ⾜をのばすことができます。

・営業時間
展⽰・休憩・情報コーナー ９：００〜２０：００
特産品・お⼟産コーナー ９：００〜１８：００
飲⾷・喫茶コーナー １１：００〜１８：００
定休⽇ 無休

・ＵＲＬ
http://umeterasu.jp/

＜詳細情報に関する問い合わせ先＞
・中国地⽅整備局 ⼭⼝河川国道事務所 河川管理課

TEL ０８３５－２２－１８９０

・最寄り駅、バス停、駐⾞場位置
 ⼭⼝県防府市新橋町・本橋町・下右
⽥の本橋付近

 防府駅から徒歩20分
 ⼭陽⾃動⾞道防府東・⻄ICから⾞で
約5分

 河川区域内駐⾞場 有（約60台）

・トイレの場所
 河川区域内トイレ 有

じゃぶじゃぶ池

河川緑地公園

防府市まちの駅
うめてらす

河川緑地公園じゃぶじゃぶ池

新橋地区かわまちづくり整備箇所

※この地図は、国⼟地理院の地理院地図に地域情報を記載したものです。



「夕日ヶ丘地区中海かわまちづくり」（国・境港市）
市町村名： 鳥取県境港市

対象河川： 斐伊川水系斐伊川（中海）

国：河川管理用通路整備、護岸・階段整備

１．概要

２．整備内容

市：案内サイン整備、緑地整備、噴水整備

境港市では、「境港市都市計画マスタープラン」において、中海に面する海岸線は、都市景観

や市街地景観の構成要素として重要な役割を有するほか、人々が自然に親しめる資源としても
貴重なものであることに配慮し、自然環境の回復、親水空間の整備や水辺空間の修景など、自
然に親しめる水辺環境の育成に努めることとしている。
夕日ヶ丘地区周辺は、公園やスポーツ広場などの各種スポーツ・レクリエーション施設が集積

している中で、中海沿岸での散策やボートやカヌーなどの水上スポーツも楽しむことができ、積極
的な利用がなされている。
本計画では、国土交通省が河川管理用通路や護岸整備等を行うとともに、境港市が緑地や噴

水整備等を行うことにより、背後の公園等と一体となった水辺空間を形成させることで、地域の活
性化を推進する。

位置図

ハード整備
護岸,階段整備（国）
河川管理用通路整備（国）
緑地整備、噴水整備（市）

護岸整備箇所イメージ図

ソフト施策
ウォーキング・ジョギングマップ作成
野外ステージイベント等の開催
オープンカフェの実施
マリンスポーツ振興

ハード整備
案内サイン等整備（市）

①未整備の護岸（管理用通路）

①
②

斐伊川

整備箇所

②野外イベント（夕日ヶ丘ﾒﾓﾘｱﾙﾊﾟｰｸ）

③

③既設護岸沿いでのウォーキング

④

④ボート、ペーロン大会

⑨ 平成２７年度新規登録



＜アクセス図＞

⑨ 詳細情報 （⼣⽇ヶ丘地区中海かわまちづくり）

＜周辺施設情報＞

○ジャンル（公園、スポーツ等）
・施設名：⼣⽇ヶ丘メモリアルパーク
・施設概要、特徴

約８０００㎡の芝⽣広場
遊具や健康器具あり

・イベント等
いきいき浜っ⼦祭り（例年９⽉）
サンセットコンサートなど

○ジャンル（⽔上スポーツ）
・施設名：中浜港
・施設概要、特徴

ボート・ペーロンなどの競技⼤会
体験乗船会

・問合せ先
境港ボート協会
☎0859-44-4188

○ジャンル（スポーツ）
・施設名：市⺠スポーツ広場
・施設概要、特徴

サッカー、野球、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌなど
（少年サッカーコート4⾯利⽤可）

・問合せ先
境港市体育協会
☎0859-42-6770

イベント等については、境港市ウェブサイトの「催し情報」をご活⽤下
さい。 アドレス http://www.city.sakaiminato.lg.jp/

＜詳細情報に関する問い合わせ先＞
・出雲河川事務所 計画課
・電話：０８５３－２１－１８５０（代表）

米子鬼太郎空港

ＪＲ境港駅

ＪＲ中浜駅

江島大橋

夢みなとタワー

431

431

水木しげるロード

整備箇所

47

最寄り駅等
・ＪＲ境港駅から車で約15分
・米子自動車道「米子インター」から車で約40分
・米子鬼太郎空港から車で約10分

駐車場、トイレ
・夕日ヶ丘メモリアルパーク （駐車場９８台、トイレ有り）
・市民スポーツ広場 （駐車場１７４台、トイレ有り）
・中浜港 （駐車場２０台）

１km

・夕日ヶ丘
メモリアルパーク

・市民スポーツ広場
・中浜港

竜ヶ山公園・陸上競技場

竜ヶ山野球場

出典：国土地理院ウェブサイト「地理院地図」を加工して作成


