
お知らせ 

水面部における「安全利用点検」の実施について 
 

太田川・小瀬川では、流域の都市化の進展により、河川環境への関心、河川の利用

者の増加、利用形態の多様化が進んでいます。 

その一方で、河川は貴重な水辺空間となっておりますが、河川はもともと危険性を

内包しており、利用に伴う危険は本来利用者自らの責任により回避されるよう努めて

いただくことも必要です。 

太田川河川事務所では、河川の利用が増加すると予想される夏休みを前に、安心し

て河川を利用していただくという観点から、一般の方々が多く利用される箇所や利用

頻度の高い箇所を選んで「安全利用点検」を実施します。 

※降雨等により出水が想定される場合は、順延することがあります。 

実施出張所 実施予定日時 

高瀬堰管内 ７月１０日（火） １０：００～１１：００ 

己斐出張所管内 ７月１８日（水） １３：３０～１５：３０ 

大芝出張所管内 ７月１０日（火） １０：００～１１：００ 

７月１２日（木） １０：００～１２：００ 

7 月 13 日（金） １１：００～１１：５０ 

可部出張所管内 ７月１８日（水）  ９：４５～１１：３０ 

加計出張所管内 ７月１７日（火） １０：１０～１１：４０ 

小瀬川出張所管内 ７月１９日（木） １０：３０～１５：００ 

  ※詳細な点検ルートについては、別紙のとおり 

平成２４年７月１０日 

同 時 資 料 提 供 先 

広島県政記者クラブ 

合同庁舎記者クラブ 

中国地方建設記者クラブ 

岩国日刊記者クラブ 

岩国市政記者クラブ 

 

問い合わせ先 

国土交通省 中国地方整備局  太田川河川事務所 

広島市中区八丁堀 3-20 TEL 082-222-9248 

副  所  長   湯浅 丈司（ゆあさ じょうじ） 

管理第一課長   柏原 良彦（かしはら よしひこ） 

 
 

７月１日～７月３１日は「河川愛護月間」です。 

７月１日～７月７日は「河川水難事故防止週間」です。 

太田川シンボルマーク

小瀬川シンボルマーク



河川名 左右岸 距離標 住　所 点検対象施設 問い合わせ先

高　瀬　堰 ７月１０日 10:00 ～ 11:00 太田川 左右岸 13k500 広島市安佐南区八木１丁目 堰上下流水面
０８２－８７３－２８８４
担当：大石管理第二課長

13:30 ～ 14:00 太田川 右岸  1k000～ 1k200 広島市西区己斐東１丁目 じゃぶじゃぶ池

14:20 ～ 14:40 太田川 右岸 C1k700 広島市西区扇１丁目 漕艇部利用水面

15:00 ～ 15:30 元安川 右岸  2k400 広島市中区中島町 元安川親水テラス

11:00 ～ 11:20 旧太田川 右岸  5k600～ 5k620 広島市西区大芝公園　 低水護岸付近（交通ランド前）

11:30 ～ 11:50 旧太田川 右岸  5k900～ 5k920 広島市西区大芝３丁目　 低水護岸付近（大芝第二公園前）

７月１０日 10:00 ～ 11:00 第二古川 左右岸  0k000～ 1k200 広島市安佐南区川内４丁目，６丁目 低水護岸付近

７月１２日 10:00 ～ 12:00 古川 左右岸  2k400～ 6k100 広島市安佐南区中筋，緑井，八木，川内 低水護岸付近

9:45 ～ 10:05 太田川 左岸 21k400～21k600 広島市安佐北区可部町大字今井田 柳瀬キャンプ場前

10:30 ～ 10:50 太田川 右岸 14k300～14k600 広島市安佐南区八木９丁目 高瀬堰上流低水護岸

11:10 ～ 11:30 三篠川 左岸  7k200～ 7k400 広島市安佐北区上深川町 かこがわ水辺の楽校

10:50 ～ 11:10 太田川 右岸 69k600～70k200 安芸太田町大字遊谷、大字戸河内 まほろば護岸、水辺の楽校

11:20 ～ 11:40 太田川 左岸 69k400 安芸太田町大字土居 土居ポンプ場取水口

10:10 ～ 10:30 太田川 右岸 56k800～57k400 安芸太田町大字加計 見入ヶ先町民スポーツ広場

10:30 ～ 10:45 小瀬川 左岸 10k000 大竹市穂仁原 穂仁原子供の水辺

11:00 ～ 11:15 小瀬川 左岸 　7k800～ 8k100　 大竹市防鹿 高水敷

11:30 ～ 11:45 小瀬川 左岸 4k900 大竹市木野１丁目 中津原水辺の楽校

11:50 ～ 12:05 小瀬川 右岸 4k950 岩国市小瀬（小瀬川出張所前） 高水敷

13:15 ～ 13:30 小瀬川 左右岸 2k550 大竹市元町２丁目＝和木町瀬田２丁目 中市堰

13:30 ～ 14:15 小瀬川 左岸 　1k500～ 2k550　 大竹市新町３丁目～元町２丁目 大竹環境護岸

14:15 ～ 15:00 小瀬川 右岸 　1k300～ 2k550　 和木町和木２丁目～瀬田２丁目 和木環境護岸

０８２－２３７－３４０４
担当：湯井出張所長

０８２－２７１－１４１８
担当：浜田出張所長

大芝出張所

７月１７日

７月１８日

可部出張所

７月１３日

７月１８日

加計出張所

０８２－８１２－２２１６
担当：北木出張所長

別紙　「Ｈ２４安全利用点検実施予定箇所」【水面部】

実施(予定)時刻

己斐出張所

担当部署名 実施(予定)日
実施(予定)場所

　７月１９日小瀬川出張所
０８２７－５２－２２４５
担当：野田出張所長

０８２６－２２－１５２１
担当：山根出張所長



高　瀬　堰

7/10 10:00～11:00頃
太田川(左右岸)
堰上下流水面

→



別紙　「Ｈ２３安全利用点検実施予定箇所」【水面部】

7/18 15:00～15:30頃
元安川（右岸）
親水テラス

己斐出張所管内

→

→

→

→

7/18 13:30～14:00頃
太田川放水路（右岸）
じゃぶじゃぶ池

7/18 14:20～14:40頃
太田川放水路（右岸）
漕艇部利用水面



7/12 10:00～12:00頃
古川(左右岸)
古川せせらぎ公園～松原橋付近 大芝出張所管内

→

→

7/13 11:30～11:50頃
旧太田川(右岸)
低水護岸(大芝第二公園前)

7/13 11:00～11:20頃
旧太田川(右岸)
低水護岸(交通ランド前)

→

7/10 10:00～11:00頃
第二古川(左右岸)
古川せせらぎ公園



別紙　「Ｈ２３安全利用点検実施予定箇所」【水面部】

7/18 10:30～10:50頃
太田川(右岸)
高瀬堰上流低水護岸

7/18 11:10～11:30頃
三篠川(左岸)
かこがわ水辺の楽校

→

→

可部出張所管内

7/18 9:45～10:05頃
太田川(左岸)
柳瀬キャンプ場前



安芸太田町

加計出張所管内

→

→

7/17 10:50～11:10頃
太田川(左右岸)
まほろば護岸、水辺の楽校

7/17 11:20～11:40頃
太田川(左岸)
土居ポンプ場取水口

7/17 10:10～10:30頃
太田川(右岸)
見入ヶ崎町民スポーツ広場



別紙　「Ｈ２３安全利用点検実施予定箇所」【水面部】

小瀬川出張所管内

→

7/19 13:30～14:15頃
小瀬川(左岸)
大竹環境護岸

7/19 14:15～15:00頃
小瀬川(右岸)
和木環境護岸

7/19 11:30～11:45頃
小瀬川(左岸)
中津原水辺の楽校

7/19 11:50～12:05頃
小瀬川(右岸)
低水護岸

7/19 10:30～10:45頃
小瀬川(左岸)
穂仁原子供の水辺

7/19 11:00～11:15頃
小瀬川(左岸)
低水護岸

7/19 13:15～13:30頃
小瀬川(左右岸)
中市堰


